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はじめに 

 

 

 

 

作成したのは誰？ 

  愛媛県の介護支援専門員地域リーダー養成研修の一環で、松山市内の地域包

括支援センターと居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員が協力をして作成

したものです。 

  

なんのために作成したの？ 

  介護の問題は誰もが避けて通れない問題となってきています。 

  介護にまつわることで不安を抱え相談に訪れた住民の方と専門職が、具体的

な事例を共有しながら相談を進めていくことができれば、少しでも希望と見通

しを持って問題と向かい合えるのではないかと考え作成に至りました。 

  つまり、この事例集は「介護の問題は一人で抱え込むことなく、専門職や周り

の人と共有しながら解決していきましょう」というメッセージが込められてい

ます。 

 

具体的な活用法は？ 

 例えば… 

① 住民から困りごとの相談があった際に、解決策提案の参考として使います。 

② 介護保険のパンフレットの補足としても活用できますし、その他の制度を身近

に感じてもらうために使います。 

③ 地域包括支援センターの活動や役割を伝えるために使います。 

④ 医療以外に生活困難を伴う人の解決方策のヒントにできます。 

 

  

  

 

  

紹介事例は、あくまで参考であり記載のようにはいかないこと

も多いと思います。一人で抱え込まず、みんなで知恵を出しあって

住み慣れた地域で暮らすために一緒に考えていきましょう。 

 

－1－ 



 

  

A さん（70 歳・要支援１・結婚歴なし） 
毎日車を運転して一人で買い物に行き、リハ
ビリのために通院をしています。 
Ａさんは最近、認知症による物忘れが目立つ
ようになり、車のへこみも増えています。 
近所の方たちは、Ａさんの車の運転が危な
く、そのうち事故でも起こすのではないかと
心配になり、民生委員さんに相談してみるこ
とにしました。 

民生委員さんが地域包括支援センターに相談。 
『包括・家族・民生委員・病院・警察』で協力し、A さんの気持ち
に寄り添いながら慎重に免許返納の支援を行いました。 
介護サービス等を利用して、返納後の生活に困らないような方法
を検討しました。 

① 認知症がある方の免許返納は、自分はまだ運転大丈夫！と思って
いることが多いため、いろいろな機関と協力し、慎重に進めてい
くことが重要です。 

②返納後の車のない生活まで考えて支援することも必要です。 

運転が危ないドライバーＡさん 

  

 

 

相談内容 

・免許を返納し、通院の代わりに病院系列の通所リハビリ（デイケ
ア）を利用することで、リハビリを続けられています。 

・福祉タクシー１）・ヘルパー等を利用することで、買い物にも困ら
なくなりました。 

一人暮らし①  

 

 
対応 

 
結果 

 
ポイント 

－2－ 



 

  

B さん(75 歳)。顔なじみの民生委員さん
から「最近ずっと同じ服を着ている。洗

濯もできていないみたい。髪もぼさぼ

さ。以前はおしゃれな人だったから心配
で」と地域包括支援センターに相談があ
りました。 

地域包括支援センターの職員が、健康調査の名目で B さん宅を訪

問しました。受診や家の片づけができていませんが、B さんは全
く気にしていません。顔なじみの民生委員さんや、昔から仲良し

のお隣さんの協力を得て、受診や介護保険の申請を勧めました。 

① 身だしなみを気にかけなくなるのは認知症の始まりでみられ
る変化の一つです。 

② 心を許している人や民生委員さんの協力がポイントです。 
③ サービスを拒否する方でも、その方が受け入れられる言葉を使

うことでうまくいくことがあります。 

身なりに気を使わなくなった B さん 

  

 

 

相談内容 

・包括職員の繰り返しの訪問、民生委員さんやお隣さんのような
「知っている人」の協力でＢさんは安心して受診ができ、介護保

険の申請をした結果、要介護１の認定が出ました。 

・サービスの利用を拒否する B さんに「独居見守り隊」と伝え、ヘ
ルパーを受け入れてもらい、洗濯を一緒にしています。 

・美容院へお隣さんと一緒に行き、皆から「きれいになったね！」

との声を掛けられ B さんに笑顔が戻りました。 

一人暮らし②  

 

対 応 

結果 

 
ポイント 

－3－ 



 

  

C さん(80 歳)。奥さんは死去されています。
長男さん(県外)・長女さん(市内)がたまに訪問
しています。 
度々転倒して救急搬送されており、お隣さん
が発見することもあります。今後の生活を心
配してお隣さんが町内会長さんに相談しまし
た。 

① 地域の相談窓口を知っておくことが大事です。 

② 転倒を防ぐために専門家に相談しましょう。 

③ 見守りの体制を整えて一人暮らしの不安を減らしましょう。 

転倒を繰り返している C さん 

  

 

 

相談内容 

・介護保険の申請を行い、要支援１の認定が出ました。 
・担当ケアマネジャーは転倒防止のために、手すりの設置や段差解

消を提案しました。足腰を鍛えるためにデイケアでリハビリを開
始しました。 

・一人暮らしなので安否確認が出来るように、「独居登録２）」「緊急 
通報装置設置３）」の手続きもしました。 

町内会長さんは、地域包括支援センターに相談するようにと助言を
しました。お隣さんから相談を受けたセンター職員は、自宅を訪問
し C さんの一人暮らしを続けたいという気持ちを確認。介護保険の
申請を勧めました。 

一人暮らし③  

 

 
対応 

 
結果 

 
ポイント 

－4－ 



 

  

D さん(82 歳)。長女さん（県外）が 
月１回帰省されています。買物や食品の

管理ができず、糖尿病も悪化してきてい

るようで、心配する長女さんがケアマネ

ジャーに相談しました。 

ケアマネジャーは「足が悪くて買物に行けません。食材があれば
自分で調理を続けたいです」という本人の思いを確認しました。 
長女さんに食材カット済みの宅配や、ネット注文などを提案。 
どのようにしたら調理が続けられるか話し合いました。 

① ご家族が遠方であっても、インターネットなどを活用する事で、
支援の協力をすることができます。 

② 自分でできる活動は、少しでも続けていくことが大事です。 

食事が偏ってしまい病気の悪化が心配な D さん 

  

 

 

 ポイント 

相談内容 

・県外の長女さんが食材をネット注文し、本人宅へ配達されるよう
になりました。 

・ヘルパーが定期的に古くなった食材の管理をする事で、調理を続
ける事ができるようになりました。 

・長女さんが帰省時に調理の様子を確認し、糖尿病食のメニューの
提案など、食事管理にも関わっていただけるようになりました。 

結果 

一人暮らし④  

 

対応 

－5－ 



 

  

E さん（72 歳）独身。定年まで会社勤めを

して自分で家を購入。悠々自適な年金暮ら

しでしたが…。最近ゴミ出しの日を間違え

たり、分別が出来なかったりするため、お

隣さんが心配して民生委員さんに相談し

ました。 

民生委員さんは、地域包括支援センターに相談して対応を一緒に

検討。まずは物忘れ外来の受診を勧めました。そして介護保険の

申請や独居登録２）を行いました。要介護の認定が出たため、居宅

介護支援事業所に対応を依頼し、生活全体の支援を考えました。 

①地域全体にどんなサービスがあって、どう利用できるか知ってお
くことが大事です。 

②介護保険利用だけでなく地域全体で助け合うことが必要です。 

ゴミ出しの日がわからなくなった E さん 

  

 

 

相談内容 

・民生委員さんが定期的に訪問してくれるようになりました。 

・お隣さんが地域福祉サービス４）の協力会員に登録して、Ｅさん宅

のゴミも一緒に出してくれるようになりました。 

・Ｅさん一人で行うことが難しい家事等は、ヘルパーが支援してく

れるようになりました。また、生活のリズムを整えるためにデイ

サービスの利用を始め、最近笑顔が増えてきました。 

結果 

一人暮らし⑤  

 

ポイント 

対応 

－6－ 



後日、Ａさんの娘さんと地域包括支援センターの主任介護支援専門
員が自宅を訪問し、Ａさんに話を聞かせてもらいました。 

  

最近夫が亡くなり一人暮らしになったＡ
さん（70 歳）の娘さんより、「朝から毎日
電話がかかってくるので対応に困ってい
る」と、地域包括支援センターに相談があ
りました。 

急激な変化についていけないことや、喪失感から認知症とよく似た
症状が出たりすることがあります。治せる認知症状もあります。ま
ずは、かかりつけ医に相談してみましょう。 

生活の様子が変わってきたＡさん 

 

  

 

 

ポイント 

相談内容 

・本人は夫の病気がわかってから不安が大きく、何をしてよいかわ

からないことが多くなってきたということでした。娘さんは認知

症を心配していましたので、かかりつけ医に相談することを勧

め、受診にも同行しました。 

・医師から一人で閉じこもっていることは良くないと、介護保険サ

ービスの利用を勧められました。現在は要支援 2 の認定を受け通

所型サービスに週２回参加しています。娘さんへの電話も少なく

なり、家族さんの見守りも受けながら生活を続けています。 

対応 

 

 
結果 

認知症①  

－7－ 



 

  

B さん（80 代女性）。スーパーの売り場

でそのまま商品を食べたり、レジでは

常に一万円札で支払うなど、お金の感

覚がわからない様子があります。心配

したスーパーが地域包括支援センター

に相談しました。 

大きな金額のお札を出します。 

B さんが来店した時に、地域包括支援センターに連絡をもらうよう

スーパーに依頼。訪れた B さんと包括職員が話をして、自宅を訪問

する約束ができました。 

病院にかかっていなかったので、本人と家族と相談して認知症の専

門医への受診を勧めました。また家族の了解を得て、スーパーに家

族の連絡先を伝えました。 

① 認知症の心配がある時は、認知症の専門医を受診しましょう。 

② 本人の行動を制限するのではなく、周りの人たちに理解してもら

い、協力をお願いしましょう。 

お金の管理が難しくなったＢさん 

 

  

 

 

ポイント 

相談内容 

・アルツハイマー型認知症と診断を受け、定期的に家族同行で受診が

できるようになりました。 

・要介護１の認定を受け、ヘルパーと一緒に買い物に行くようになり

ました。 

・今後、一人でスーパーに行き何か問題があった時には、スーパーか

ら家族に連絡を入れてもらうような体制ができました。 

結果 

認知症②  

 

 

 

 

 

 

 

 

対応 

－8－ 



 

  

松山空港で「Ｎ県に帰る」と言って 
いるおばあさん。名前、住所不明。 
所持金ゼロ。バスの運転手情報から、
警察はバスに乗ってきたエリアを担
当する地域包括支援センターに一報
を入れました。 

バス停付近を担当している民生委員さんより「それは絶対Ｃさん
よ」との情報を受けて、C さんはパトカーで無事自宅に戻ること
ができました。 
民生委員さんの話しによると、団地内でも度々道に迷って家に帰
れないことがあり、娘さんと二人暮らしの家に近所の人達が送り
届けていることがわかりました。 
後日、認知症の専門医への受診と社協のおまもりネット５）の登 
録をしました。 
 

① 地域の協力を得て、見守り体制をつくることが大切です。徘徊は

原因を考えれば対応策もでてきます。まずは専門医への受診をお

すすめします。 

② 行方が分からなくなったら、早めに警察に相談しましょう。明る

いうちに探してもらうことが大事です。 

バスに乗り故郷へ帰ろうとするＣさん 

 

  

 

 

ポイント 

相談内容 

・近所の方達の見守りを中心に、娘さんの仕事のスケジュールに合
わせた介護サービスを利用して過ごされています。 

・時々まだバスに乗ろうとすることもありますが、バス会社との情
報共有を図っていることで、未然に防ぐことができています。 

結果 

認知症③  

対応 

 

 

 

 

 

 

－9－ 



 

  

D さん（85 歳女性） 

夫は数年前施設へ入居し、１人暮らし。

長男より「母が、『ネックレスや指輪を嫁

が盗っている』と言って困っています」

と相談が地域包括支援センターにあり

ました。 

 

D さんに受診の意向がなかったため、地域包括支援センターは認

知症初期集中支援チーム６）を組み、４か月後、介護保険サービス

につなげることができました。家族にも認知症の理解を深めても

らうためのパンフレットを渡しました。 

① 無くした物を一緒に探しながら、本人に見つけてもらうよう

導く事がポイントです。 

② 認知症は早期に専門医の診断を受け、家族も対応方法を知る

ことが、本人の混乱を少なくすることにつながります。 

指輪を盗ったと嫁を疑うＤさん 

 

  

 

 

 ポイント 

相談内容 

・アルツハイマー型認知症の診断を受けて服薬治療を開始し、徐々

に嫁を疑うことも減りました。 

・調理など家事が難しくなっていることも分かり、介護保険にてヘ

ルパーサービスを利用することとなりました。時々、物が無いと

訴える時はありますが、そんな時には家族やヘルパーさんと一緒

に探すことで、落ち着いています。 

結果 

認知症④  

 

 

 

 

 

 

 

 
対応 

－10－ 



 

  

E さん（88 歳女性） 

他市より久しぶりに実家に帰ってきた

長男夫婦が見た実家の冷蔵庫の中は、

同じ食材と腐った物で一杯でした。 

押入れの中には通販で購入した商品が

山積みでした。慌てて担当のケアマネ

ジャーに確認しました。 

 

担当ケアマネジャーは、長男に消費者センターへの相談を助言しま

した。デイサービスしか利用しておらず、タンスや冷蔵庫の中まで

は把握できていなかったため、生活状況を把握する目的でヘルパー

を導入し、一緒に家事を行うことを提案しました。 

① 認知症でなくても、高齢者は消費者被害に遭いやすいものです。

特に離れて暮らしているご家族は、生活の様子を気にかけること

が大事です。 

② ヘルパーと一緒に活動をすることで、持っている能力を維持して

いくことも大事です。 

物忘れが多くなり一人暮らしが不安なＥさん 

Sann 

              

  

 

 

ポイント 

相談内容 

・ヘルパーさんと一緒に買い物に行き、食品の管理を行うようにな

りました。金銭管理は地域福祉サービス４）にお願いしました。 

・E さんの「この家で暮らしたい」という思いがかなえられていま

す。 

結果 

認知症⑤ 

対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－11－ 



 

  

・しばらくデイサービスを利用していましたが体力的に難しく 

なり、訪問のリハビリサービスに切り替えました。主治医とも 

連携し、訪問看護では 24 時間体制を取りました。 

・リハビリ専門職や看護師との会話を楽しむことができ、リハビリ

も順調で本人や妻もいろいろと相談できるようになりました。 

・入浴は足元が不安定なため、訪問介護を利用し自宅で行いました。

同性の介助を希望されたため、ケアマネジャーは男性ヘルパーの

いる事業所に対応を依頼。 

・同じ病気を抱える患者の会に参加し、患者同士の気持ちの共有。 

だんだんと飲み込む力が衰えたので、歯科医と歯科衛生士の訪問

で、口腔ケアと飲み込む力を維持する運動などを指導してもらって

います。 

難病に向き合えるように、丁寧に気持ちを聞きながら、病状の進行に合
わせての在宅生活を、医師を含めたチームで支えます。            

妻と 2 人暮らしの A さん（78 歳） 

介護保険を申請し要介護１。球脊髄性筋委縮症
７）で、日常生活は妻の見守りにてゆっくりでき

ていますが、以前よりできる事が減ってきて 

閉じこもりがちになっています。  
 

 

相談内容 

進行性の難病を抱え在宅生活が不安な A さん 

          

  

 

 

医療依存度の高い人①  

ケアマネが本人と妻の気持ちを聞き、希望していたデイサービスの 

相談員と自宅を訪問しました。介護保険と医療のサービスが連携 

して、利用できることをケアマネジャーが説明することで本人・妻は 
安心しました。 

 

 
ポイント 

 
対応 

 
結果 

－12－ 



 

  

娘さんと二人暮らしの B さん（女性：76 歳）

パーキンソン病の診断を受けて約３年。要介

護２。娘さんが仕事から帰ると、室内で転ん

だまま動けなくなっていることが増えてき

ました。娘さんが仕事に行っている間、一人

で過ごすことが不安になってきました。  

すでに専門の神経内科にかかり、医療保険による訪問看護やリハビリ

を受けていました。娘さんのいない日中の過ごし方について相談し、

介護保険サービスを見直して、デイサービスやヘルパーの利用を検討

しました。電動ベッドや歩行器を使用し、転ばないよう環境を整えま

した。 

進行性の病気の場合は医療との連携が不可欠です。進行具合に合わせて

生活環境やサポート体制を整えていきましょう。 

パーキンソン病が進行してきた B さん 

  

 

 

医療依存度の高い人②    

 

相談内容 

・ヘルパーと一緒に洗濯をたたむなど役割を持つことで、本人のリハ

ビリ意欲も継続されました。 

・デイサービスでお風呂に入るので娘さんの負担も軽くなりました。 

・歩行器を使用するようになり、室内で転ぶことはなくなりました。 

支えてくれる人が増えたので、娘さんは安心して仕事を続けること

ができています。 

  

 
対応 

 結果 

 
ポイント 
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① 食べることは老後の楽しみなので、嚥下機能１０）に合わせて医療の専
門職の適切な関わりが重要です。 

② 食べること以外の楽しみを、本人の気持ちを聞きながら共に見つけ
ていくことが大切です。 

退院時には訪問診療をお願いし、医師の指示のもと訪問看護ステーシ

ョンから看護師と ST（言語聴覚士）９）に来てもらうようにしました。

看護師からは日常的な健康管理のアドバイスを受け、ST からは嚥下訓

練を中心にしたリハビリを受けることにしました。また、ベッドなど

の福祉用具に加えて、吸引器もレンタルしました。 

 

胃ろうを造設した C さん 

  

 

 

医療依存度の高い人③    

・「口から食べたい」という思いを叶えるために、妻と専門職で支援
をしました。 

・「食べることの楽しみ」から「散歩をして季節の移り変わりを楽し
むこと」と目標を変更し、食べるリハビリから体を動かすリハビ
リへと移行していきました。 

・天候の良い日は車いすで庭に出たり、孫と近所を散歩したりする
など楽しんでいます。 

・妻の休養時間確保のため、デイサービスや定期的にショートステ
イを利用しています。 

 
 

 

 
ポイント 

 
対応 

妻と 2 人暮らしの C さん（83 歳） 

誤嚥性肺炎を繰り返すため胃ろう 8）を造設し、

自宅に退院しました。要介護 4。本人は「少し

でも口から食べたい」という希望があるため、

今後どのようにしたらいいか悩んでいます。  
 

相談内容 

 
結果 
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遺伝性の難病を持ち、在宅生活を望んだ D さん 

 

 

 

一人暮らし（男性、49 歳）の D さんは実家近

くに住んでいます。4 年前に大腿骨の骨折。そ
の時に遺伝性の脊髄小脳変性症 11）（指定難病
12）・介護保険特定疾病 13））の診断を受けまし

た。退院後は住んでいたコーポ（2 階）に戻り
たいと思っていますが、周りは反対していま

す。 

退院前に介護保険の申請を行い「要介護 1」の結果がでました。 

ケアマネジャーは本人の意向を確認しながら、在宅生活に必要なサー

ビスなどを調整しました。家族と退院前に自宅を訪問し環境整備を行

い、医療面や介護面での支援内容を整えることで、以前から住んでい

たコーポに戻ることができました。 

① 本人の意向は大事にしましょう。 

② 不安な時には、早めに解消できる体制を作っておきましょう。 

③ 進行性の病気であるため、緊急時の対応を決めておきます。 

④ 医療と介護が連携し、生活全体を支えます。 

・訪問診療や訪問看護にて病状の管理を行い、訪問介護を利用し、生

活面での支援を受けて在宅生活を送っています。 

・主介護者の家族も高齢なので役割を分担することで、家族の負担が

軽減できました。 

・自宅で暮らせることで精神面も安定してきました。 

・人との関わりがあることで発語が増え、明るくなりました。 

医療依存度の高い人④    

相談内容 

 
対応 

 
結果 

 
ポイント 
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妻と 2 人暮らしの E さん（77 歳） 

胃がんのため手術・治療を行っていましたが、

肺・肝臓に転移、腹膜播種（お腹の中に直接が

ん細胞が散らばること）…余命 1～2 ヵ月と言

われました。本人が自宅での生活を希望しまし

たが、家族はどうしていいか分かりません。 

 
 

 

 

  

①本人・家族の思いを大切にサービスの調整をします。自宅での生活を
決めた後、意向が入院に変わっても大丈夫。揺れ動く気持ちに沿って支
援します。 
②認定が下りていなくても、介護保険サービスは利用できます。状況に
合わせてサービスを変更していきましょう。 
②  
 

訪問診療、訪問看護（医療保険）など担当者が集まり、緊急時の事も含

め相談しました。直ぐに介護認定を申請。暫定で電動ベッドや車いす

のレンタルを開始しました。 

本人だけでなく家族の心身の状態も確認し、想定される必要なサービ

スを費用も含めて何度も説明しながら対応しました 

がんの末期 余命 1～2 ヶ月と話があった E さん 

  

 

 

・看護師が毎日訪問して状態観察を行い、医師と相談しながら点滴や

家族へのアドバイスも行いました。 

・介護保険では、相談の翌日から電動ベッドや車いすをレンタル、 

３週間後にはエアマットのレンタルも開始しました。 

・娘や孫と過ごす時間もあり、「本人は住み慣れた家で過ごせてよかっ

た」と言葉を残し、４週間後にご逝去されました。 

・家族も自宅で見送れてよかったと言われています。 

医療依存度の高い人⑤  

相談内容 

 
対応 

 
結果 

 
ポイント 

－16－ 



  

認知症の父と二人暮らし、50 歳代の 

女性 A さん。大腸癌末期でパーキンソン

病も患っていますが、以前お世話になっ

た西表島の恩人に会いに行きたいと思っ

ています。今後の父親の生活も気になる

ようですと、担当のケアマネジャーより

地域包括支援センターに相談。 

 

① やりたいこと、望むことは遠慮せず伝えてみましょう。 

② ６５歳未満でも特定の疾患では、介護保険が適用されます。 

最期の思いが叶えられた 50 歳代の A さん 

  

 

 

相談内容 

・A さんは 5 泊 6 日の旅行に出かけ、西表島の恩人に会うことがで

きました。旅行中のリスクについては、石垣島の総合病院と連携

することで、安心して旅行を楽しむことができました。旅行の間

お父さんはショートステイを利用。 

・お父さんは成年後見制度１４）を利用し、保佐人１５）が選任されまし

た。 

65 歳未満① 

地域包括支援センターの助言を受けたケアマネジャーは、A さんが

西表島の恩人に会いに行けるように、外泊支援サービス事業所に連

絡しました。主治医からは、外泊に伴うリスク管理についての説明

を受けました。 

お父さんの権利擁護のため、成年後見制度１４）の説明をしました。 

 
対応 

 
結果 

 
ポイント 

－17－ 



・ 往診の結果、床ずれがあり軟膏塗布とおむつ交換が必要で、サー
ビスの導入になるまでの間、病院看護師・保健所の保健師・地域
包括支援センターが対応することになりました。 

・ 最初は嫌がっていた B さんでしたが、精神科への受診につなが
り、その結果夫婦とも療育手帳を取得することができました。 

・ 生活保護の手続きや夫の就労支援、また家屋環境の改善のため
に、障がい者地域相談支援センター１６）につなぐことができまし
た。 

 

  

B さん（53 歳）は、夫（56 歳）と２人暮ら
しで、子どもはいません。 
B さんは半年前からトイレに行くことがで
きなくなり、ほぼ寝たきりでおむつを使用
していますが、夫はおむつ交換ができなく
て困っており、夫が地域包括支援センター
に相談。 

① 地域包括支援センターは、基本的には高齢者の総合相談窓口です

が、相談を受けて適切な関係機関につなげます。 

② 保健所や障がい者地域相談支援センター１６）と適切に連携しまし

ょう。 

精神疾患・知的障がいの疑いのある B さん夫婦 

  

 

 

相談内容 

65 歳未満② 

 

訪問すると、排便・排尿で衣類や布団、畳まで汚染している状態で
床ずれの心配もありました。地域包括支援センターが地区担当の相
談医に相談しました。 
夫は理解力が低く、仕事は面接を繰り返しても採用されない状況。
B さんは幼い喋り方がみられたので、保健所に相談し同行訪問しま
した。 

 
対応 

 
結果 

 
ポイント 

－18－ 



 

  

４２歳で脳出血を発症し、右半身に麻痺が
残った C さん。半年間のリハビリ入院で足

に装具を着け、杖使用で歩けるようになり

ました。退院後、介護保険サービスでリハビ

リ継続しています。調理手順の訓練によっ

て、簡単な料理は作れるようになっていま

す。今の一番の望みは『社会復帰』で、でき
れば復職したいと思っています。 

 

 

・ 元の勤務先に職種を変更して復職でき、事務職として週 1 回 の
半日出勤、週 1～2 回は在宅勤務での復職が実現しました。 

・ デイサービスでの目標をパソコンの資格取得とし、将来的にはフ
ルタイムでの就労を希望しています。 

 
 

① 本人のできることを評価し、適正な就労支援を行います。 

② 達成可能な目標設定をし、本人のやる気を引き出すことです。 
  

仕事中、42 歳で脳出血を発症した C さん 

  

 

 

相談内容 

障がい者地域相談支援センター１６）の相談支援専門員とハローワー
クへ就労相談に行きました。すぐの一般就労は叶いませんでした
が、勤務形態（何時間／日、何回／週 程度可能か）、業務内容、勤
務地等の希望、配慮が必要な事柄について確認しました。 
仕事探しだけでなく、スキルアップのための資格取得、通勤手段と

なり得るバス利用の練習等、相談支援専門員が就労までのステップ
を具体的に提案してくれました。 
また、ケアマネジャーもデイサービス事業所に相談し、リハビリメ
ニューの一つとしてパソコン訓練を依頼しました。 

65 歳未満③  

 
対応 

 
結果 

 
ポイント 

 

－19－ 



 

  

44 歳。脳血管疾患の既往がある D さん。 
閉じこもりの息子と二人暮らし。 
家族に不幸があったことで精神的なショック
を受け、発作を起こし救急搬送を繰り返すよう
になりました。 
緊急時にいつも付き添ってくれる友人も心配
になり、友人がケアマネジャーに相談。 

① 今は簡単に情報を手に入れることができますが、一人一人身体 

の状態は違います。自分だけで悩まず、まずは相談しましょう。 
② 適切な相談窓口につながり、今までと違った助言を受けること

で、前向きな生活を送るきっかけになることもあります。 

思い込みが強く、誰にも援助を求めない D さん 

  

 

 

相談内容 

・医療専門職からの助言で、介護保険でのリハビリを定期的に受け
ることになりました。原因を説明して貰えることで本人の 

やる気も出て、身体の動きも良くなりました。訪問看護に 24 時間
連絡できる体制に安心されたのか、救急搬送はなくなりました。 

・息子のフォローは、地域包括支援センターの保健師にも関わって
貰うようになりました。 

65 歳未満④ 

 

インターネット検索で自己判断をし、正しい情報が入手できていな
いことが判明。 
友人・ケアマネジャーも同行し、主治医に相談に行きました。 
各方面での検査も受けましたが、検査上の異常は認められませんで
した。 
救急搬送を繰り返さないためにどうすればよいか、医療職と検討 

 

 
対応 

 結果 

 
ポイント 
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一人暮らしのＥさん（56 歳）結婚歴なし 

知的障害があります。母親の施設入所をき
っかけに独居となりました。 

糖尿病性
と う に ょ う び ょ う せ い

腎症
じ ん し ょ う

で週３回透析に通っていま 

したが、最近になって衣服の乱れが目立ち
始め、金銭管理も不透明で、病院の看護師

も心配していました。母親の後見人と地域

包括支援センターに相談。 

① 関係者が一同に会して検討することで、問題解決につながること
があります。 

② 粘り強く信頼関係の構築に努めましょう。 

8050 問題 母が入所し生活に支障が出たＥさん 

  

 

 

相談内容 

・親類からの遺産があり、本人が管理することが難しいことから、

成年後見制度活用１４）を希望されました。地域包括支援センター

や母親の後見人１８）が協力し、手続きを開始しました。 

・介護保険制度の利用については、本人が「必要ない」と拒否 

されています。第２号被保険者１９）に該当する特定疾病があるの
で、今後も介護保険の申請を勧めていきます。 

・民生委員さんが定期的に訪問してくれるようになりました。 
 

65 歳未満⑤ 

 

地域包括支援センターより、個別地域ケア会議１）を提案しました。 

会議には、関係者（障がい者地域相談支援センター１６）、病院 
地域包括支援センター、民生委員、母親の後見人１８）、母親の在宅 

時のケアマネ）が集まり、E さんの支援について検討しました。 

介護保険の申請や成年後見制度１４）の活用を検討することになり 
ました。 

 
対応 

 
結果 

 
ポイント 
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注 釈 

 

１）福祉タクシー 

  車いすなどを利用する、歩行が難しい身体障がい者向けのタクシーのことです。 

２）独居登録 

  65 歳以上の独居高齢者のうち、日常生活に不安がある方が希望して、地区の民生委員さんを通じて 

登録をします。 

  みまもり員さんが定期的に自宅を訪問し、声掛けなど安否確認をしてくれます。 

３）緊急通報装置 

  65 歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯に設置し、緊急時には受信センタ－より 

  連絡があり適切な措置をします。また、平常時には相談を受けたり、安否確認を行ったりします。 

４） 地域福祉サービス 

地域の高齢者、障がい者、ひとり親世帯などで、何らかの原因によって日常生活に支障が生じている 

家庭を、地区社協を通じて協力会員（地域住民）が訪問し、簡易な生活援助を有料で行うサービスのこと。 

５） お守りネット 

 認知症高齢者が徘徊により行方不明となった場合、早期に発見できるよう協力者や協力事業所などに、 

電子メールにて捜索依頼をすることです。 

 お守りキーホルダーの無料配布もあります。（利用登録者） 

６） 認知症初期集中支援チーム 

認知症が疑われる方、認知症の方及びそのご家族に関わり、初期の対応や支援を集中的に行う 

専門家によるチームです。 

チーム員：認知症専門医（サポート医）、保健師、看護師、准看護師、作業療法士、 

歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等 

７） 球脊髄性筋萎縮症 

  指定難病の一つ。脳の一部や運動神経細胞の障害により、しゃべったり、飲み込んだりするときに使う 

  筋肉や舌の筋肉、さらに手足の筋肉が萎縮（やせること）する病気の事です。 

８） 胃ろう 

  胃に小さな穴をあけお腹に管を取り付けることで、口を介さず直接栄養をとる栄養 

  補給のことです。 

９） ST（言語聴覚士） 

  主に言語や音声障害（うまく発話できない、声が出しにくい等のコミュニケーション全般）・ 

嚥下障害（食べる、飲み込む）に対してリハビリテーションを行う国家資格をもつ専門家です。 
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10）嚥下機能 

  口の中で飲み込みやすいかたちにし、食道から胃に送り込むことです。 

11）脊髄小脳変性症 

  指定難病の一つ。主に小脳が障害され「歩行時にふらつく」「ろれつが回らず話づらい」 

  「不規則に手が震え目的の物を掴みづらい」等の症状をきたす神経の病気です。 

  日本全国で 3 万人を超える患者がおり、約 7 割が非遺伝性とされています。 

12）指定難病 

原因が明確でないために治療方法が確立しておらず、長期の療養を必要とすることで大きな経済的な 

負担がかかるため、国が「難病の患者に対する医療等に関する法律」に定められる基準に基づいて、 

医療費助成制度の対象としている難病のことをいいます。 

令和 3 年 11 月時点で、338 疾病が登録されています。 

13）介護保険特定疾病 

  加齢と関係があり要支援・要介護状態の原因となる、心身の障害を起こす 16 の病気を 

  言います。特定疾病に該当すると通常介護保険サービスを受けられない、40 歳以上 65 歳未満の人も 

第 2 号被保険者として介護認定受け、介護保険サービスを利用することができます。 

14）成年後見制度 

判断能力が不十分なため意思決定が困難な方たち（認知症高齢者・知的障がい者 

精神障がい者など）のために、不十分な判断力を補い、権利を保護する制度です。 

15）保佐人 

判断能力が著しく不十分な方に変わって、お金を借りたり保証人となったり、不動産 

の売買などに同意したりや代理を行う人です。 

日用品の購入などについては対象外です。 

16）障がい者地域相談支援センター 

   障害のある方の専門的・総合的な相談窓口です。 

   松山市内の２か所（南部・北部）にあります。 

17）地域ケア会議 

  地域包括支援センターが主催し、医療や介護の専門職、民生委員、自治会長ほか 

  関係機関、関係団体により構成される会議。 

  高齢者や高齢者世帯の住み慣れた住まいでの生活を、地域全体で支援していくことを 

  目的とするものです。 

18）後見人 

家庭裁判所に選任され、被後見人の財産管理や入院・入所の手続きなどを行います。 

定期的に家庭裁判所に報告します。 

19）第２号被保険者 

医療保険に加入している方で、４０歳～６５歳未満の方です。 
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医療職、介護職の皆さまへ 

松山市が作成した「連携ツール」について 
 

――――――――――――――【作成の経緯】――――――――――――― 

全国的な超高齢社会の進行に伴い、松山市でも医療と介護の両方を必要とする高齢者は 

増加が見込まれています。高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療・ 

介護の各種サービスの一体的な提供が重要であり、同じ患者（利用者）に関わる医療・ 

介護関係者の更なる連携を推進する必要があります。そのため、医療・介護関係者間の 

連携を推進するための仕組みづくりや環境整備を目的として、標準となる紙媒体の 

連携ツールを令和元年 8月に作成し、その後、「口腔・服薬チェックリスト」を追加 

した連携ツール Ver.2 を令和 2年 8月に作成しました。  

連携ツールは主に、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師と介護支援 

専門員（ケアマネジャー）との間で、患者（利用者）の在宅療養支援に必要な情報を、 

双方向でやり取りしていただくことを想定しています。 

 

―――――――――――――【連携ツールの種類】―――――――――――― 

①相談・連絡票 

主に介護支援専門員（ケアマネジャー）が、かかりつけ医等に依頼する内容を明らか 

にする機能を持つシートです。（→P２５） 

 

②連携シート 

患者（利用者の）日常生活の詳細な状況等を、医療・介護関係者間で共有するための 

機能を持つシートです。（→P２６） 

 

口腔・服薬チェックリスト 

患者（利用者の）口腔や服薬の状況等を、医療・介護関係者間で共有するための機能を 

持つシートです。（→P２７） 

 

―――――――――【連携ツールを使用する際の留意点等】―――――――― 

下記の松山市ホームページに、使用する際の留意点やルールについて記載した 

マニュアルを掲載していますのでご覧ください。 

また、連携ツールの各書式をダウンロードできますので、円滑な連携を図るために 

是非ご活用ください。 

 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/ 

koureisyashien/tiikicare/chiikihoukatsu.html 

 
（二次元コード） 
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①連絡・相談票 

医療機関名   

□ 

 

 

□ 

事業所名  

医師名等  担当者名  

T E L  T E L  

F A X  F A X  

E-mail  E-mail  

  

●利用者情報 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
生年 

月日 

明治・大正・昭和・平成 

年   月   日 

    （    歳） 

性別 男・女 
氏名 

 

住所 
 

TEL 
 

※介護保険 
□未申請(申請予定)   □申請中   □事業対象者   □要支援１   □要支援 2 

□要介護１  □要介護２   □要介護３   □要介護４   □要介護５ 

※ケアマネジャー → かかりつけ医等に送付する場合は記入  

●ケアマネジャー等記載欄                                        令和   年   月   日 

本票送付の目的 ： □連絡  □相談  □返信 返信の希望：  □返信願います。  □返信不要です。 

□介護保険（新規・更新・区分変更）の主治医意見書について    □ケアプランに対するご意見について 

□サービス担当者会議について   □訪問看護等、医療系サービスの利用について  □入退院時の情報提供について 

□軽度者の福祉用具レンタルについて  □モニタリング時の状況報告について □訪問依頼について  □その他ご相談 

 

※今回の情報提供について、 □同意あり □留意事項あり（                                ） 

※その他、利用者(患者)さまの疾患や身体状況等から、介護関係者が注意しておくべき生活上の留意点等についてご助

言をいただければと思います。添付資料：□②連携シート □ケアプラン □その他（            ）□添付無し 

 

●医師・歯科医師・薬剤師等記載欄                                 令和   年   月   日 

本票送付の目的 ： □連絡  □相談  □返信 返信の希望： □返信願います。  □返信不要です。 

□以下に回答します。   □後日連絡します。  □  月  日  時  分頃連絡ください。  □確認しました。 

 

 

松山市様式 
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１．利用者（患者）基本情報 
【氏名

フ リ ガ ナ

】  
    年   月   日生   

【    歳】  男 ・ 女   【住居】□持ち家 □賃貸 

【形態】□戸建  □集合住宅   階 （特記事項：                                                          ） 

【介護保険】□申請中 □事業対象者 □支１ □支２ □介１ □介２ □介３ □介４ □介５（期間          ～         ） 

【認知症高齢者日常生活自立度】 □自立 □I □Ⅱa □Ⅱb □Ⅲa □Ⅲb □Ⅳ □M 【障害手帳】□なし □あり（      、   級） 

【障害高齢者日常生活自立度】   □自立 □J1 □J2 □A1 □A2 □B1 □B2 □C1 □C2 【指定難病医療受給証】□なし □あり 

【収入・年金等】□国民年金 □厚生年金 □障害年金 □生活保護 （特記事項：                                    ） 

２．家族情報 □独居  □同居  同居者：               主たる介護者：             キーパーソン： 

【家族】 

家族状況に関する特記事項：  

連絡先①（氏名、続柄、住所、℡） 

連絡先②（氏名、続柄、住所、℡） 

【介護力】 □日中独居  □高齢世帯  □家族が要介護状態/認知症  □サポートできる家族や支援者がいない 

３．現在の生活  

【本人の生活状況・ 

性格・趣味・関心等】 

【生活に関 

する意向】 

本人： 

家族： 

４．身体・生活機能の状況 【起き上り】□自立 □見守り □一部介助 □全介助 【立ち上り】□自立 □見守り □一部介助 □全介助 

A

D

L 

【移動】□自立 □見守り □一部介助 □全介助 【移動手段】□杖 □歩行器 □車いす □その他（                      ） 

【排泄】□自立 □見守り □一部介助 □全介助 □ポータブルトイレ □おむつ □夜間のみ □その他（                     ） 

【入浴】□自立 □見守り □一部介助 □全介助 □入浴補助具有り □デイサービス等にて入浴 □その他（                 ） 

【食事】□自立 □見守り □一部介助 □全介助 □普通食 □きざみ食 □ミキサー食 □食事制限あり □水分制限あり 

【整容】□自立 □見守り □一部介助 □全介助 【更衣】□自立 □見守り □一部介助 □全介助 

【視力】□問題なし □やや困難 □困難（              ） 【聴力】□問題なし □やや困難 □困難（                 ） 

【意思疎通】□問題なし □やや困難 □困難（理由：                                                       ） 

【睡眠】□良 □不良 【眠剤の使用】□なし  □あり 【睡眠時間】     時間 【身長・体重】       ｃｍ      ｋg 

【飲酒】□なし □あり（1 回：                          程度を、週   日） 【喫煙】□なし □あり(1 日         本)    

【精神面における 

療養上の問題】 

□なし □幻視・幻聴 □興奮 □焦燥・不穏 □妄想 □暴力・攻撃的 □介護への抵抗 □不眠 □昼夜逆転 

□徘徊 □危険行為 □不潔行為 □その他（                                               ） 

※頻度や程度（                                                                  ） 

【生活上の問題点や 

身体状況の変化等】 

 

５．疾患・医療について 【かかりつけ医】□なし □あり（医療機関名：                 医師名：                   ） 

疾患名：                                □治療済 □治療中（医療機関：                      ） 

【疾患歴】 疾患名：                                □治療済 □治療中（医療機関：                      ） 

疾患名：                                □治療済 □治療中（医療機関：                      ） 

【最近半年間での入院】□なし □あり（医療機関：                   ） □不明 【入院頻度】□低い □高い/繰り返している 

【医療処置】□なし □あり（内容：                                                                   ） 

６．口腔について 【かかりつけ歯科医】□なし □あり（歯科医療機関名：                歯科医師名：                ） 

【嚥下機能】□むせない □時々むせる □常にむせる 【口腔清潔】□良 □不良 □著しく不良 【口臭】□なし □あり 

【義歯】□なし □あり □義歯が合っていない 【その他症状】□歯が痛い □歯が動く □歯茎が腫れている □歯茎からの出血 

【口腔に関する特記事項】 

７．服薬について ※必要に応じてお薬手帳（コピー）を添付 【かかりつけ薬局】□なし □あり（薬局名：                       ） 

【服薬】□なし □あり（                                  ） 【処方薬以外の服用】□なし □あり（              ） 

【薬剤管理】□自己管理 □他者が管理（           ） 【服薬状況】□処方どおり服用 □時々飲忘れ □処方が守られていない 

【服薬に関する特記事項】 

８．介護サービス利用状況等 □訪問介護（                      ）□訪問看護（                          ） 

【利用中のサービス】 

※事業所名、頻度、 

曜日など 

□訪問リハ（                          ）□訪問入浴（                            ） 

□居宅療養管理指導（                   ）□通所介護（                            ） 

□通所リハ（                          ）□短期入所（                            ） 

□福祉用具（                         ）□住宅改修  □その他（                     ） 

【介護サービス利用に 

関する特記事項】 

 

９．備 考 
 

②連携シート                  令和  年  月  日 
松山市様式 
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口腔・服薬チェックリスト 

事業所名   

 

 

 

事業所名  

担当者名  担当者名  

T E L  T E L  

F A X  F A X  

E-mail  E-mail  

  

●利用者情報 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
生年 

月日 

明治・大正・昭和・平成 

年   月   日 

    （    歳） 

性別 男・女 
氏名 

 

住所 
 

TEL 
 

介護保険 
□未申請(申請予定)   □申請中   □事業対象者   □要支援１   □要支援 2 

□要介護１  □要介護２   □要介護３   □要介護４   □要介護５ 

上記の利用者様の口腔、服薬の状況について報告します。 

口腔チェックリスト 

 

   月  日実施 

□ 口の中が乾燥している        □ 歯が汚れている 

□ 舌に汚れ（舌苔）がある      □ 口臭がある 

□ 歯が痛む、グラグラしている、穴が開いている 

□ 歯茎に問題がある（腫れている、出血がある、傷がある、痛みがある等） 

□ 義歯に問題がある（外れる、壊れている、汚れている、使っていない、付けると痛む等） 

□ 飲み込みが悪い、むせる 

□ （麻痺がある場合）麻痺側に食べ物が残っている 

□ その他（                                          ） 

（気になる点） 

 

服薬チェックリスト 

 

   月  日実施 

□ 薬の飲み忘れがある（残薬がある） 

□ 薬の飲み間違いがある（服薬時間を間違えている等） 

□ 飲み難さがある（錠剤、カプセル、粉薬が飲み込めない等） 

□ 複数の医療機関を受診し、複数の薬局から調剤を受けている 

□ 自己判断で服薬の中断や調整をしている 

□ 健康食品やサプリメント等を服用している 

□ 副作用またはその疑い（口渇、吐気、頻尿、便秘、軟便、ふらつき、めまい、傾眠、 

睡眠障害、その他） 

□ その他（                                           ） 

（気になる点） 

  

松山市様式 

令和   年   月   日 
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松山市地域包括支援センター 一覧 

担当地区 センター名 住所 電話・FAX 

道後・湯築・桑原 

五明・伊台・湯山 

地域包括支援センター湯築・桑原・道後 持田町一丁目 3-30 
☎ 993-5666 

FAX 993-5668 

 サブセンター五明・伊台・湯山 
末町甲 9-1 

(愛媛県在宅介護研修センター3 階) 

☎ 993-5661 

FAX 993-5691 

石井東・石井西 

浮穴・久谷 

地域包括支援センター石井・浮穴・久谷 東石井七丁目 3-32 
☎ 957-0808 

FAX 957-3303 

 サブセンター浮穴・久谷 東方町甲 1272-1 
☎ 905-8889 

FAX 905-8778 

久米・小野 地域包括支援センター小野・久米 
鷹子町 740 

(鷹子ふれあい館 2 階) 

☎ 970-3761 

FAX 975-7620 

番町・八坂 

東雲・素鵞 
地域包括支援センター東・拓南 築山町 5-11 

☎ 915-7760 

FAX 915-7763 

雄郡・新玉 地域包括支援センター雄郡・新玉 千舟町八丁目 128-1 
☎ 993-7220 

FAX 993-7221 

清水・味酒 地域包括支援センター味酒・清水 
清水町三丁目 15 

(清水小学校北校舎 1 階) 

☎ 911-1135 

FAX 911-1140 

余土・垣生 地域包括支援センター垣生・余土 保免西四丁目 5-25 
☎ 989-7600 

FAX 971-6510 

生石・味生 地域包括支援センター生石・味生 
別府町 177-1 

(味生ふれあいセンター1 階) 

☎ 953-3888 

FAX 952-3890 

宮前・三津浜 

高浜・興居島 
地域包括支援センター三津浜 祓川二丁目 10-23 

☎ 953-1130 

FAX 953-1150 

中島 地域包括支援センター中島 
中島大浦 1626 

(中島支所 3 階) 

☎ 997-0454 

FAX 997-0454 

潮見・久枝 地域包括支援センター潮見・久枝 鴨川二丁目 12-8 
☎ 994-8765 

FAX 994-8766 

和気・堀江 地域包括支援センター和気・堀江 堀江町甲 338-2 
☎ 911-8005 

FAX 911-8006 

浅海・立岩・難波 

正岡・北条・河野・粟井 
地域包括支援センター北条 

河野別府 937-1 

(北条社会福祉センター1 階) 

☎ 992-0117 

FAX 992-0118 

 

基幹型地域包括支援センター 

松山市介護保険課 ☏948-6949 Fax934-0815 

 

 

高齢者への総合的な支援をは

じめ、各包括支援センターの

指導や助言を行っています。 
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