
<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27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
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②

③

①

②

③

④

生活歴は支援の在り方を検討する上で大事な情報であり、今後の生活の提案をしていく時のもとにな
る。人生の各ステージでのエピソードや性格、趣味やこだわりなど、要介護状態となるまでの暮らしぶり
が分かると、より個別性のある生活支援に繋がっていくと思われる。

【独居であるが生まれ育った地域に住み、地域の老人会に参加し、近所の親戚との交流もあるケース】
近所付き合いもあり、社会との接点も保たれている様子であるが具体的にどのようになりたいかがくみ
取れるとより良いプランになると思われる。例えば、「幼なじみと毎日会って話がしたい」など。

【要介護状態になる前から長男と２人暮らし。長男は就労で多忙。月の半分は娘が県外から家事支援
に来ているケース】
介護が必要になるまでの生活の様子がわかれば、サービスにつなぐ時に工夫ができ、支援の在り方の
参考になると思われる。昔は母親として食事を作って息子の帰りを待っていたかもしれないと考えること
もでき、もしかすると今でも息子の役に立ちたいという気持ちがあるのではないかと推測できる。そうであ
れば、息子のためにできることが見つかると自立支援に繋がると思われる。そこにアプローチしてはどう
か。

【夫が他界後に独居となる。入院中に認知症状が出現し、退院後に次男夫婦と同居。嫁姑の仲が悪く、
長男など他の子供からの支援がないケース】
夫が１０年間寝たきりという状況の時に、本人はどのように過ごしていたのか。次男夫婦と同居する前の
生活状況、楽しかった事などを知ることで、言動へのヒントや今後の支援の参考になる。また、嫁と姑の
関係性がいつ頃から悪くなったのか、本人と次男との関係性がもう少し分かれば良い。

生活歴も含めて、その人の暮らしぶり等がイメージできるように

本人が望む生活を支援するために

【多くの場合、不機嫌で投げやり。医療が必要であるが医師と意見が合わず拒否するケース】
病気のことについての記載はあるが、過去の職業、また、現在の生活状況や精神状況になったのは性
格的なものか、病気によるものかなど、病状以外の情報や生活歴があると、困った面だけでなく、本人を
多面的にイメージができると思われる。認知症の自立度はⅡｂであるが、精神面をフォローすることで気
持ちが安定する可能性もあると思われ、専門医の受診がまだであれば検討してはどうか。

【夫の入院を機に長男の住所地のマンションに移り住み、隣に長男夫婦も入居。長男の妻が支援し、関
係性は良好なケース】
主訴はありのままの言葉の記載で良いと思うが、長男の妻の支援があることやこけないようにしたいと
思っている所で止まっていると思われる。こけないようにして「○○がしたい」と言うところを聴取して表記
できれば、自立支援を意識した個別性のあるプランになるのではなか。

【妻と２人暮らし。車椅子で一部介助を受けながらも交通機関を利用し、妻と２人で次男が住む京都へ
の旅行が実現したケース】
友人との外出や京都への旅行も実現できており、「次回はあまり車椅子は使用せず、少しでも自分の足
で歩きたい」と参加レベルの聞き取りができていることから、「望む生活」の記載があれば、本人の頑張る
目標が明確になるのではないか。

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。 1／9
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本人の年齢からすると、年下の兄弟であれば何かのときに助けてもらえる可能性があると思われる。「市
内に兄弟が住んでいる為県外から転居してきた」と情報があり、兄弟との関係は悪くないと推測できるこ
とから兄弟の状況が分かると良い。

夫婦の年金とあるが、年金の種類やどの位介護に使えるのかも分かると良い。

住宅見取り図は危険回避のヒントに

築１００年の家屋であればおそらく室内には段差も多いと思わる。段差や動線が分かれば、築１００年の
家の困りごとが見え、今後の支援に役立つと思われる。

【妻と２人暮らし。息子は県外在住で年末年始に帰省。隣町在住の娘が家業の畑仕事を手伝いに来て
いるケース】
母親が介護している様子を見て、子供たちはどのように思っているかなど、子供たちの主訴があれば良
い。

【屋外は車椅子介助で移動し、ないはずの物が見えたり物忘れがあったりする本人を、てんかんの既
往がある妻が１人で介護しているケース】
介護中に妻が発作を起こした場合、本人にまで支障をきたすことが考えられる。受診時や幻覚症状が現
れた時など、妻のストレスの状況が分かると良い。

【長女と同居して１年が経過。認知症の進行に本人は不安を抱いており、長女はどんなに説明しても分
かって貰えないことにイライラしているケース】
どこまで介護に時間を取ることが可能か、どの部分で負担と感じているか、就労の有無や健康状態など
長女の情報があると支援のポイントが見えてくるのではないか。また、独語や幻聴は一日を通して見ら
れるのか、帰宅願望はいつみられるのか（自宅なのかショートなどサービス利用時なのか）など、長女も
それらのことで悩みを抱えており、ＢＰＳＤについての情報があれば良い。

屋内でよく転ぶという情報があるため、ドアの種類や手すりの位置、段差の箇所などが分かると良い。

サービスの見積もりに経済状況は大切

援助方針には「経済的な事もあり・・・」とあり、経済的に問題があるケースと思われる。例えば、月にいく
ら位であれば介護に使えるかなど、経済状況が分かればプランを組み立てる時の参考になる。

介護負担を知るために

【離婚後、長女は元・夫が引き取り、本人は実家に戻って母親と暮らしていた。母親が亡くなり独居とな
り、現在は長女が週に３～４回は支援に来ているケース】
長女は近くに住んでいるかなど、長女の家族状況があると良い。また、掃除やゴミ出しなど近隣の協力
があり、近隣との関係性についての情報があれば良い。

介護力を知るために

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。 2／9
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医療面について

病気について、本人がどこまで告知を受け、どのように理解しているかが分かればプラン作りの参考に
なる。

ベッドで横になっていることが多いことなど健康状態については詳しく聞き取れているが病歴等経過は安
定とあり、何がどのように安定しているかが分かると良い。また、認知症高齢者自立度がⅡbであるが認
知症の診断と服薬についての情報もあると良い。

その他

今後独居を続けて行くためには、行動障害などは重要な情報となるため、認知状態については正確な情
報が必要であり、認知症高齢者の自立度についてはⅡａと判断した根拠を記載すると良い。

主治医意見書には手術歴や高血圧症、注意障害、体重増加の記載があり、医療の情報を記載すること
で再発のリスクを知ることにもなり、薬剤などの医療情報があれば課題を提案するときの参考になる。

【長女と同居して１年が経過。認知症の進行が見られ、本人は不安を抱いており、長女はどんなに説明
しても分かって貰えないことにイライラしているケース】
主訴からもう一歩踏み込み、不安の内容や長女との同居をどのように思っているか聞き取れると良い。
また、本人は長女に気を使って本心を明かしていない場合もあり、長女と意向が違う場合のことを考える
とプランに表記するのは難しいと思われるが、アセスメントには本心の部分を記載しておくと良い。

パーキンソン病は薬によってonとoffの症状が出やすく、服薬回数や時間、効き具合や便秘の状況など
の情報があると良い。

「できる活動」「している活動」「する活動」など、福祉用具を貸与している根拠が分かるような情報があれ
ば、サービスの選定や内容がより具体的になると思われる。

【妻と長男の３人暮らし。妻は要支援の認定があり、心疾患のため重労働な家事は医師から止められ
ている。長男は就労しており、買い物や受診時の協力があるケース】
仮に妻のサービスがあるのであれば、それは必要な情報であり、夫婦をどう支えるかという視点が必要
と思われる。また、長男に掃除ができない理由が不明では、この家に生活援助を入れることはできない
のではないか。

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。 3／9
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どのような生活が送りたいかがポイント

【装具と杖で歩けるが移動は車椅子を利用しているケース】
「歩けるようになって妻と松山城に登りたい、そのためにリハビリを頑張りたい」と聞き取れており、例え
ば、「歩けるようになりたい」の意向に加えて、「松山城に登りたい」を入れてはどうか。本人が現状をどの
ように捉え、歩けるようになって何がしたいか、そのために自分は何をして、家族にはどのような支援をし
てほしいか、家族は本人にどうあってほしいか、今後どう生活していきたいかなどがポイントになる。

【近くに親戚や友人がおり、高齢のため支援は期待できないが交流は多くあり、本人は在宅生活を望ん
でいる高齢独居のケース】
意向は「できる家事は続けたい」から始まっているが最終的には「一緒に買い物に行って欲しい」という
サービスに対する意向に終わっているように思われる。トイレなど、自分で汚したところの掃除は他人に
任せられないと言っており、いろいろなことを自分でしないといけないと考えていると推測され、それらの
ことを掘り下げて生活に対する意向を聞き取ると良い。病気や年齢のことを考慮すると、今後は独居の
限界や自宅にこだわる理由なども確認しておくと良い。

【独居。「何をするのもしんどい、ヘルパーさんに助けてもらいたい」と、意向があり、県外に居る長女は
様子が分からなくて心配なことが多くなったと思っているケース】
援助方針が「本人の意向に添ったサービスを利用し」では、本人の言うサービスに繋ぐだけで終わってし
まうと思われる。本人のペースを尊重しながら専門家としての意見を盛り込み、例えば、「健康状態に留
意し、生活が滞りなく送れるように支援し、何かあれば長女さんに連絡します」などとしてはどうか。

「歩けるようになりたい」という本人のディマンドに対してのみでなく、本人や家族の意向を具体化したうえ
で望む生活を目指し、ケアチームとして取り組む内容や支援の方向性をわかりやすく表現した方がポジ
ティブな動機づけになる。

どのような生活を支援するか、チーム全体での関わりを表現

【子供のいない夫婦。看取りも含めて関わることが必要と思われるケース】
意向には「うまいこと計画してくれている、満足している」とあるがどのような生活を望むのか、子供のい
ない夫婦にとって老い始末は重要と思われる。現時点での意向として、行き先を確認しておくとチームの
方針が取りやすくなる。

各種サービス担当者がどのようなチームケアを行うか、ケアチームが目指す共通の方針を「○○します」
など、本人や家族に向けて伝わりやすい言葉で記載すると良い。

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。 4／9
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【屋外では車椅子を利用することもあるが友人の誘いで近所を歩いて散歩したり、学友との交流もあ
る。デイの利用も楽しみにしており、旅行も実現できたケース】
援助方針は「筋力維持ができるようにリハビリを行う」など、サービスの理由付けではなく、例えば、「近所
の散歩や旅行ができるように○○します」としてはどうか。また、デイでの交流も大切であるが病気をきっ
かけに途絶えてしまいがちな今までの交流を絶やさないようにする事も大切なことと思われ、目標の「他
者との交流」は「これからも友人との交流を続けていきましょう」と表記してはどうか。

情報からはしっかり者の社交性のある女性という像が浮かび上がる。その応援ができるプランにすると
更に良くなり、個別性が出ると思われる。例えば、「友人との交流が続けられるように、できる家事を続け
て、独り暮らしができるように応援していきます」など。

腰痛や下肢痛だけでなく、疾病や既往歴があり、通院や服薬もしているため医療面についての援助方針
があると良い。例えば、「病状を悪化させないように受診や服薬を継続し、体調管理を行っていきましょ
う」など。

【長女と同居して１年が経過。認知症の進行が見られ、本人は不安を抱いており、長女はどんなに説明
しても分かって貰えないことにイライラしているケース】
本人の不安が少しでも軽減でき、長女の世話になる事を少なくするために、本人が安心する環境やケア
の方法を分かりやすく提供するなど、支援内容には意向についての返事を盛り込むと良い。関わるス
タッフの支援内容が統一されることで、本人の混乱は最小限に抑えられ、安定してサービス利用が継続
でき、本人の精神状態が安定することで長女自身も安定に向かうと思われる。例えば、「ご本人さんの不
安を軽減し、できる事を増やすことにより、長女さんの気持ちがやわらいでいただけるように支援いたし
ます」など。

「自分のために」と感じられる表現にすると本人にも響きやすいと思われる。飼っている猫が癒しになって
おり、この言葉を入れながら家にいたいという気持ちを表現できると、より個別性が出るのではないか。

個別性を意識して

支援してもらえるという実感がわくように

【意欲の低下が見られ、拒否もある。ケアマネは意欲の低下を何とかしたいと思っているケース】
多くの場合、投げやりな態度で生きがいを感じていない方に、前向きな言葉を並べるとかえって気分を損
ねる場合もあると思われる。例えば、「笑顔をたくさん見せていただけるようにしっかりと応援致します」な
ど、ケアマネからのメッセージを入れてはどうか。

【妻と２人暮らし。介護タクシーと車椅子で物療に行き、医療保険で訪問診療があるケース】
意向には「足が悪くならないようにしたい、難病のこともあり・・」とあり、病気の進行への不安が感じられ
る。また、妻の「お医者さんが来てくれるので助かる」とは、通院時の介助が大変なことだけではないよう
にも思われることから、障害となっている疾病等に対しての不安軽減に繋がる支援内容で、本人と家族
にも伝わる表記にしてはどうか。例えば、「少しでも病気に対する不安を少なくして頂けるように支援しま
す」など。

意向に対するお返事を援助方針に

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。 5／9
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生活福祉課が担当しており、身寄りがないということであれば緊急時の連絡先として、主治医だけではな
く生活福祉課の連絡先等の記載があると良いのではないか。

長女は県外に在住しており、急を要してもすぐの対応が難しいのではないか。近くに住む姪の協力があ
り、了解が得られれば姪の連絡先を記載する事を検討してはどうか。

【車椅子で一部介助を受けながらも交通機関を利用し、妻と２人で旅行が実現したケース】
「次回はあまり車椅子を利用せず、少しでも自分の足で歩きたい」と前向きな気持ちが聞き取れているこ
とから、旅行の事を意向に盛り込むと個別性が高まり、より深みのあるプランになるのではないか。

前向きになれるように

緊急体制について

表現について

【入院中に認知症状が出現し、独居生活は困難なため退院後に次男夫婦と同居。嫁姑の仲が悪く、長
男など他の子供からの支援がないケース】
本人は次男の妻に対して、次男の妻は本人に対して互いに良い感情を持ってもらうために、本人や次男
の妻のきつい言葉をひっくり返して、仲を取り持てる言葉をセレクトしてはどうか。また、このケースは次
男の言葉が本人と次男の妻の仲を取り持つ役割になると思われる。例えば、次男から「妻は母親の面倒
をよく見てくれていると思う。自分も一緒に食事を取るようにしようと思う」などと引きだすことができれば、
文字として２人の前で説明することで本人も次男の妻も少しは気持ちが違ってくるのではないか。

家族の意向は「長男」「長女」など、誰の意向かが分かるように明記すると良い。

プランは本人や家族も目にするため、「認知症の進行」「理性的行動ができない」「傾眠傾向が強く」など
は表現を工夫し、受け入れやすく、また、理解しやすい言葉を選ぶと良い。

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。 6／9



<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27年度実施分の検討要旨集

第2表　居宅サービス計画書（２）について

①

②

③

①

②

③

①

②

本人は長女に迷惑をかけていることを自覚しているため、「長女にかかる負担を軽減し」では長女のため
のプランのように思われる。本人の言った言葉であれば、「長女夫婦に迷惑をかけずに同居生活を続け
たい」としてはどうか。

自分でできることはしたい方なので、ここだけは自分で続けて行きたいというニーズがあれば良い。簡単
な片付けはしているため、本人ができる事を落とし込むと、どの部分を支援すれば良いかがわかりやすく
なる。

ニーズの導き方について

本人が農作物を見るのが好きなところに視点を置き、やってみたいと思うような目標にしてはどうか。例
えば、「外出したい」のニーズに、外出の目的を入れて「畑で作っている農作物の育ちを見たい」とし、短
期目標は「畑を見に行くことができる」にしてはどうか。

旅行がニーズとして明確にあり、短期目標には具体的な動作や距離をあげてはどうか。目の前の目標
が一つ一つ達成できるほうが達成感が感じられるのと思われる。例えば、乗り物に乗るときのことを考
え、「段差がスムーズに越えられるようにする」など。

やってみたいと思えるような目標に

主体は本人

「塩分水分を控える食事の提供を行う」「病気の早期発見ができる」は支援者サイドの目標と思われる。
短期目標は個別サービス計画の目標となる場合もあり意識することも必要であるが、やはり長期目標を
達成するための段階的な本人の目標にすると良い。

「お地蔵様参りを続ける」など、現在できていることを具体的に挙げ、その継続を課題にすると意欲が表
れたプランになるのではないか。

例えば、ニーズを「医療面」「できる事を続ける」「人とのふれあい」として、困り事を解決するための目標
を立て、その目標を達成するためには誰が何をすれば良いかがわかるようなサービス内容を検討すると
良い。そうすることにより、モニタリングもしやすくなる。

介助により車椅子に移乗しているが長期目標には「歩けるようになる」とあり、そのためには何ができる
ようになれば良いかを短期目標にあげてはどうか。例えば、「移乗するときにしっかり立てるようになる」
など。小さな成功体験を積み重ねながら長期目標に繋げることができるよう、段階的に達成可能な目標
や期間を設定すると良い。

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。 7／9



<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27年度実施分の検討要旨集

①

②

③

①

②

①

②

③

①

②

本人の努力で疾患の症状安定、筋力強化ができているとケアマネも理解しており、本人が行えて継続で
きる部分としてセルフケアの記載があれば意欲向上に繋がるプランになる。

サービス内容は各職種の役割を記載しニーズと目標に繋がるように

妻が支援している通院、入浴、排泄の介助等は生活を支える大きな力であり、位置付けると良い。

ヘルパーが週に５回入っており、内服状況や体調の確認などをヘルパーの支援内容に盛り込んではど
うか。

健康管理について

ＡＤＬは概ね自立しており、問題行動も特に無いようであるが、認知症対応型通所介護が持つ「個別性に
合わせたケア」が見えてくると、通常のデイではなく認知症対応型を選択した理由が明確になる。

ニーズからすると病状管理のメインは間質性肺炎と思われる。掃除は間質性肺炎のためであるならば、
一般家庭の掃除ではないことを意識したサービス内容にしてはどうか。また、通所のサービス内容にも
間質性肺炎を意識した内容を盛り込むと良い。例えば、「レクのときにほこりが立たないようにする、入浴
後などに酸素の管理を行う」など。

介護保険のヘルパーと自費のヘルパーの支援内容は区分けして記載し、家族の支援については、「長
男の嫁」「次男」など、誰が何をするかがわかるように記載すると良い。

インフォーマルサービスの位置付けを

独居で肉親の援助が得られないケースは、日常の細々した支援が必要と思われるが介護保険のサービ
スだけでは賄いきれない部分もあり、近隣や民生委員との関係は少しでも繋がりを持ち続け、いざという
時に助けを求めることができるようインフォーマルサービスとして記載してはどうか。

サービス選定や加算の根拠等の記載を

歩行器など福祉用具を貸与している根拠が、また、通所介護では個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱを算定してい
ることからサービス内容等の記載が必要である。

サービス担当者会議の要点には「デイの入浴中に意識がなくなった」とあり、デイには入浴介助だけでな
く、気分不良を防ぐことや観察、また、起こった時の対処や訪問看護との連携などもオーダーしてはどう
か。

配食サービスや近隣者がゴミを出してくれること、姪の訪問等は重要な協力者だと思われるため記載す
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。 8／9



<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27年度実施分の検討要旨集

第3表　週間サービス計画表について

①

②

①

②

①

②

③

④

何が課題で何が必要かを検討するときの参考になるため、本人がしていることや家族の関わりなど、生
活状況や１日の流れが分かるように記載すると良い。

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

日常生活上の活動には日中の過ごし方や本人がしている活動などを記載し、通院や老人会への参加な
ど介護保険サービス以外の予定も分かる範囲で週間計画に記載すると、スケジュールがより分かりやす
くなる。

近所の方がゴミ出しをしてくれており、ゴミ出し日が分かれば、ヘルパー訪問日との兼ね合いも事業所に
伝えることができるため、インフォーマルサポートとして記載すると良い。

病状の悪化から早めにサービス内容を変更し、少しでも安心した生活が送れるように支援していきたい
がなかなか本人の同意が得られず、苦労されていることがよく分かります。本人や家族も病気のことは
理解されていると思いますので、主治医からもアドバイスを求めながらどのような状態になればどうして
いきたいのか、サービスを変更するのかなどを相談されてはいかがでしょうか。また、退院後の生活につ
いてはあくまでも本人がどのような生活を送りたいのかが重要だと思います。家族がどこまで協力できる
のかなども確認されると良いと思います。

医療依存度が高いケースですが、医療的な情報収集がしっかりできていると思います。ただ、現状の
サービス内容では在宅での十分な健康管理は難しいと思われますから、医療系のサービスを導入する
事も検討されてはどうかと思います。また、入院前と比べてさらに状態が悪化したにも関わらず強く在宅
を望まれた理由についても、もう一度考えてみるのも良いかもしれません。１人で考えずに、同僚や各関
係機関にも相談されてはいかがでしょうか。

この夫婦に必要なサービスが入っているのかもしれませんが、サービスに何を求めるかを今一度検討さ
れてはいかがでしょうか。状態の悪化を防ぐことも含めて、この人がどうなればいいか、というところをしっ
かり見極めて、何をサービス事業所にオーダーを出す必要があるのか、２人暮らしを維持するためには
何が必要なのか、将来の予測や情報分析が必要ではないでしょうか。今の状態を本人や家族はどう変
えたいと思っているのか、そこからアセスメントは始まると思われます。

デイのセレクトについて、デイを次々変えていくのはエネルギーのいることだと思います。この方が関心
を持って取り組めるものはあるか、個別のリハはどこまでしてもらえるのか、どんな利用者が多いのかな
ど、最初にどこのデイの情報を提供するかは重要と思います。つまらないから時間を短くしてしまうので
はなく、読書が好きなら本を持っていくなど、時間を有効に使える工夫があるかもしれません。今のデイ
への交渉でも良いし、別のデイでも良いし、「外に出る」ことは介護予防には有効と思います。

家族の訪問、受診、訪問診療、訪問看護、薬剤師の訪問、配食サービス、福祉用具貸与品等を記載す
ると良い。

ケアプラン総評より

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。 9／9


