
「介護支援の手引き」 本書の目的と活用 

 

「アセスメントからケアプランに至る経過が見えない」と言われることがあり、なぜそう

言われてしまったのかを考えると下記のことがあげられます。 

➀アセスメントはシートを形式的に埋めるだけで、ケアプランとの関連性がない。 

②本人もしくは家族からのサービス利用の希望に沿ってケアプランを作成している。 

③ケアマネジャー個人の想いでケアプランを作成している。 

④「サービスを利用するためのケアプラン」になっている。 

 

ケアマネジャーが最低限把握して対応すべき情報収集項目として、厚生労働省が「課題分

析標準項目」を示していますが、➀何のために「課題分析標準項目」の情報を得るのか、②

得た情報をどのように活用して「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」を把握するのかと

いう指針が示されていないことが考えられます。 

また、要介護高齢者に多い、ＡＤＬ障害、認知症などの生活障害についての理解と、支援

の指針、ケアマネジャー（ケアスタッフ）の役割についてのガイドラインが示されているわ

けでもありません。 

しかし、「アセスメントはケアマネジャーの専門性である」とされ、自己学習・自己研鑽

にゆだねられています。 

 

ケアマネジメント（介護支援）は、病気を治すという「医療モデル」ではなく、加齢にと

もなう病気や障害、環境による生活の支障に対応する「生活モデル」もしくは「社会モデル」

です。 

本書では、「課題分析標準項目」を基本に、要介護高齢者に多い生活全般の支障となる病

気や障害についての情報を、居宅は 128項目、施設は 151項目に整理しました。 

また、なぜその情報が必要なのかという情報項目の目的、その情報を収集する時のポイン

ト、ケアプラン作成にあたっての考え方について、「情報収集シート記入手引き」として整

理しました。ケアマネジャー（ケアスタッフ）の役割、改善（回復）・維持・低下の可能性

などについての考え方は、詳しく「ケアプラン策定のための課題検討の手引き」に示しまし

た。 

 

１ 相談支援の基本 

  要介護高齢者支援に限らず、福祉の相談支援の基本を整理しました。サービス利用者の

権利とサービス提供者の義務、対人援助関係、本人主体、意思決定支援、自立支援などの

基本的姿勢について整理しました。 

２ 居宅（施設）介護支援の手引き 

  介護支援の手引き（居宅・施設）は、ケアマネジメントの一連のプロセスについて、ア



セスメント（評価、検討）、ケアプランの原案、サービス担当者会議、モニタリングまで、

アセスメントからケアプランにいたる経過と関連性について整理しました。 

３ アセスメントのための情報収集シート 128（151）は項目と様式を示しました。 

４ アセスメントのための情報収集シート記入の手引き 128（151） 

情報収集シート記入の手引きは、➀何のためにその情報を得るのかという「情報項目の

目的」、②どのような視点で能力評価をするのかという「アセスメント（評価）のポイン

ト」、③集めた情報をどのように活用しケアプランにするのかという「サービス計画作成

にあたっての考え方」について、詳しく記載しました。 

５ 居宅（施設）ケアプラン策定のための課題検討用紙 

  課題検討用紙は、思考過程、検討過程を「見える化」したものです。ケアマネジャーの

専門性が問われる、ケアプランの根拠となるものでプロセスは次の➀～⑥です。 

➀検討が必要な具体的状況、②原因、③本人（家族）の意向、④可能性（改善回復、維持、

低下）、必要性（医療管理、介護）、⑤生活全般の解決すべき課題（ニーズ）、⑥ケアの方

向性 

６ 居宅（施設）ケアプラン策定のための課題検討の手引き 

  課題検討の手引きは、高齢者支援の指針と言える内容です。ケアマネジャーだけでなく

関わるケアスタッフすべての人が持つべき専門性の基礎を集約しました。 

例えば、アセスメントのための情報を得るために、「最近のことを忘れることがありま

すか？」と利用者に訊いた時、本人や家族から「そのことを訊いて何をしてくれるの？」

と訊き返されたとします。その時、私たちケアマネジャーは、認知症のその人に対する役

割を理解し、何のためにその情報が必要なのかを明確に説明しなければなりません。 

「ケアプラン策定のための課題検討の手引き」では、➀ケアマネジャー（ケアスタッフ）

の役割、②課題把握のポイントと課題検討の必要性、③課題の理解、④課題検討の指針と

ケアの方向性の４つについて解説しています。 

 

誰でも「安心して要介護になれる」よう、ケアマネジャーだけでなく、介護に関わる全

てのスタッフが、要介護高齢者支援の専門性を持ち、良い関係性のなかで介護支援ができ

ると良いと思っています。 

日常の介護支援はもちろん、スキルアップ、事例検討会、地域ケア会議などにも活用し

ていただけると幸いに思います。 

 

令和３年３月 宮城県ケアマネジャー協会 小湊純一。 
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『情報収集の目的と視点を学ぶ』
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１ 健康状態

○観察・管理の必要な病気（１～７）
・①利用者の生活に影響のある，または②ケアスタッフによる観察・管理の必要な病気，③過去３か月の間に入院歴がある場合その

原因となった病気について把握します。治療を終えた病気，利用者の身体機能やプランの作成に影響しない病気は除きます。
・主治の医師からの指示や主治医意見書，診療情報提供書により確認します。

№ 情報項目 把握のポイント

１ 循環器 次の疾患の有無について確認します。
□脳血管障害 □うっ血性心不全 □冠状動脈疾患 □高血圧 □不整脈 □末梢循環障害 など

２ 神経・認知 次の疾患の有無について確認します。
□アルツハイマー型認知症 □アルツハイマー型以外の認知症 □頭部外傷 □片側不全麻痺 □多発性硬化

症 など

３ 骨関節 次の疾患の有無について確認します。
□関節炎 □大腿骨骨折 □その他の骨折 □骨粗しょう症 など

４ 眼科 次の疾患の有無について確認します。
□白内障 □緑内障 □糖尿病性網膜症 など

５ 精神科 次の疾患の有無について確認します。
□うつ病 □不安障害 □統合失調症 □妄想性障害 など

６ 感染症 次の疾患の有無について確認します。
□肺炎 □結核 □尿路感染症 □MRSA感染症 □エイズ感染 など



3

７ 糖尿病その

他

次の疾患の有無について確認します。
□がん □糖尿病 □肺気腫 □慢性閉塞性肺疾患 □喘息 □腎不全 □甲状腺疾患 など

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
情報項目は，高齢者に多い病気，高齢者の生活に支障を及ぼす可能性の高い病気について示してあります。これらの項目は，

生 活の支障の原因を把握する上でも重要です。
先ずは，情報項目にある病気はどのような病気なのか，その症状が生活に及ぼす影響について学ぶことです。
ケアマネジャーは，病気による生活の支障を捉えてケアプランにつなげることが役割です。「病気そのもの」ではなく，「利用者

の生活」に視点を置くということです。

病気そのものへの対応は医療者の役割ですが，ケアマネジャーやケアスタッフは病気を治すのが役割ではありません。ケアマ

ネ ジャーは，高齢者に多い病気の理解とその症状による生活の支障を把握して対応します。

○アセスメント（評価）のポイント
アセスメント「生活全般の解決すべき課題を把握すること」のためには，心身の評価をして生活上の問題点を明らかにします

。 生活の支障があるのか，ないのかを明らかにします。（スクリーニング）

１ 生活する上で観察管理が必要な病気なのかどうかはケアマネジャーの判断ではなく，主治医からの情報を得ることです。病名

がついているから全てケアプランにする必要があるということではありません。ケアマネジャーやデイサービス，訪問介護など

のスタッフによる観察管理が必要な病気なのかどうかという視点です。

主治医意見書や診療情報提供書に「糖尿病」という病名がある利用者が全て「糖尿病」をケアプランに位置づけなければなら

な いという訳ではありません。例えば，主治医に「糖尿病について，生活する上で介護者が気を付けて対応しなければなら

ない



ことがありますか︖」と聞いた時に「薬も指示通り飲んでいて落ち着いている。」と言われれば，加療中の病気ではありますが，

私たちケアスタッフが積極的に観察管理をする必要はないと判断するということです。

また，既往歴を知ることがありますが，既往歴は昔かかった病気や怪我のことなので，現病ではないということを理解してお

きます。

２病気による生活の支障を評価するためには，主治医からの情報を得る時に，治療するという医療者の視点ではなく，その症状

によって生活の何が大変になるのかということを聞きます。このことは，後の情報項目，「課題検討の手引き︓2.ＡＤＬ，4.認

知など」の能力に影響し，その原因となる可能性があるので，関連付けて理解します。

1.循環器︓脳血管障害，うっ血性心不全，冠状動脈疾患，高血圧，不整脈，末梢循環障害などは，麻痺や息切れなどの運動制限

を引き起こし，「課題検討の手引き︓1.ＡＤＬ，転倒，6.社会との関わりなど」への支障に繋がります。

2.神経・認知︓アルツハイマー型認知症，アルツハイマー型以外の認知症，頭部外傷，片側不全麻痺，多発性硬化症は，失行，

失認，失語などに関連し，「課題検討の手引き︓2.ＡＤＬ，3.ＩＡＤＬ，5.コミュニケーション能力，7.失禁，11.行動，12.

介護力，14.高齢者虐待など」生活全般の支障に幅広く影響します。

3.骨関節︓関節炎，大腿骨骨折，その他の骨折，骨粗しょう症などは，「課題検討の手引き︓1.健康状態︓痛み，2.ＡＤＬ︓転

倒，6.社会活動の減少など」に関係します。

4.眼科︓白内障，緑内障，糖尿病性網膜症などは，「課題検討の手引き︓2.ＡＤＬ低下，転倒，5.コミュニケーション，6.社会

との関わりの低下，13.居住環境への不適合など」に影響します。

5.精神科︓うつ病，不安障害，統合失調症，妄想症などは，「課題検討の手引き︓4.認知，5.コミュニケーション能力，6.社会

との関わりの低下，11.行動，12.介護力など」に影響します。

6.感染症︓肺炎，結核，尿路感染症，MRSA感染症，エイズ感染などは，「課題検討の手引き︓2. ＡＤＬの低下，健康生活，転

倒，廃用，7.失禁，10.低栄養など」の原因となります。
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7.糖尿病その他︓がん，糖尿病，肺気腫，慢性閉塞性肺疾患，喘息，腎不全，甲状腺疾患などは，「課題検討の手引き︓1.痛
み，14.ターミナル期との関連，合併症による 2.ＡＤＬの低下，4.認知機能の低下，6.社会との関わりの減少など」に繋がり

ます。

３ 観察・管理の必要な病気に対応し，運動する場合，入浴する時，そもそも運動していいのか，運動する際に気を付けなければ

ならないことなど，具体的にどう対応すれば良いかという病気と付き合って生活するため，支援するための情報を主治医から得

ることも重要です。

生活習慣や人の環境，住まいの環境も生活の支障に影響するので，生活の支障すべてが病気によるものではありませんが，こ

のように，病気は生活の支障に繋がり，生活の支障の原因は病気によることが多くを占めるということを理解して評価するよう

努めます。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
病気への対応については，本人，家族だけで十分対応できているかどうか，ケアスタッフによる観察・管理が必要なのかどうか

と いうことです。

また，「病気があるから受診が必要」というケアプランにつなげるのではなく，「受診の結果どのような医療管理の指示が示され

ているか」とういことを確認した上で支援が必要なのかどうかを判断し，観察管理の内容をケアプランに反映させるということで

す。専門的視点から観察管理が必要だとしても，病院入院中と同じように観察管理をすることを強く勧めるということではありま

せん。例えば，糖尿病による食事のカロリー制限，高血圧症・心不全の塩分制限，廃用による機能訓練指示などがありますが，利用

者の生活場面では最終的には利用者本人（家族）の意向を尊重することになりますので，ケアマネジャーとしては決めるための提

案をして決めたことを尊重するという「意思決定支援」 によりケアプランの原案を作成します。

病気による生活への影響を考えるということは，生活支障の原因や改善や悪化の可能性を探り判断する時に使う情報となります

ので，関連性を忘れないようにすることです。
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○症状（８，９）
・健康やその状態に影響する症状を把握し，病気や事故の予測につなげるとともに，機能低下の原因を探ります。

№ 情報項目 把握のポイント

８ 身体症状 次の身体症状の有無について確認します。
□下痢 □排尿障害 □発熱 □食欲不振 □嘔吐 □胸痛 □便秘 □めまい □浮腫□息切れ など

９ 精神症状 次の精神症状の有無について確認します。
□妄想 □幻覚

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
健康や生活の支障に影響するような症状を把握するということは，利用者本人や家族が気づいていない病気の早期発見早期診療

につながる場合があります。

また，その症状がＡＤＬや転倒などの原因となる場合があるので，原因となって健康に影響する，生活の支障に関連する症状に

ついて把握して対応します。

○アセスメント（評価）のポイント
身体症状，精神症状は様々な病気や生活支障に関連しますので，利用者本人や家族，ケアスタッフからの情報を把握します。※カ

ッ

コ内は課題検討の手引き︓関連する生活の支障です。

8.身体症状︓下痢（1.脱水，薬，向精神薬，7.失禁），排尿障害（1.脱水 7.失禁，），発熱（1.脱水），食欲不振（1.脱水，心疾患
，



呼吸不全，6.うつ，14.ターミナル），嘔吐（1.脱水，知的），胸痛（1.心疾患，動悸，2.転倒），便秘（1.脱水，薬，レビー小体

病，6.うつ，7.失禁，14.ターミナル），めまい（1.脱水，薬，アルコール，循環器，2.転倒，6.うつ，），浮腫（1.心疾患，1.8.

褥瘡），息切れ（1.心臓と肺，呼吸不全，2.転倒，6.うつ）

9.精神症状︓妄想（1.向精神薬，アルコール，4.認知症の心理症状，レビー小体病の誤認，行動，11.統合失調症の被害妄想，関

係妄想など，人格，知的など），幻覚（1.向精神薬，4.認知症の心理症状，11.行動，統合失調症の幻視，体感幻覚，幻聴など）

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
症状そのものへの対応が，直接ケアプランに関係することは多くありませんが，新たな病気に気づいたり，「課題検討の手引き︓

1.脱水，向精神薬，心臓や肺，アルコール，2.転倒，4.認知，7.失禁，11.行動など」の生活の支障に気づくきっかっけになります。

7
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○痛み（10～14）
・痛みの状態やその頻度，強さを把握し，管理（コントロールや和らげるための対応）の評価をします。また，痛みによって行動が

制 限されているかどうかを確認します。

№ 情報項目 把握のポイント

10 痛みの頻度 □毎日あらわれるのか □１日に，何回程度あらわれるのか

11 痛みの強さ □耐え難い痛みなのか □どのような痛みなのか

12 痛みによる生活の支障 □通常の生活が送れなくなるような痛みなのか □日課を調整が必要な痛みなのか

13 痛みの箇所 □痛みがあるのは１か所なのか □痛みがあるのは複数の箇所なのか

14 痛みに対する薬の効果 □痛み止めの薬を使用したか □その薬は効いたのか

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
要介護高齢者の約７割は痛みを抱えており，その約４割は痛みがあることによって，生活の質（QOL）にも影響があります。ま

た，その痛みは長い間続くことが多いため，ケアマネジャーは，適切な評価と対応が必要です。

痛みが原因でＡＤＬなど生活に支障があるかどうかを把握します。また，痛みの直接的な影響，痛みを怖がる，痛みによる関係の

減少，鎮痛薬の副作用などの影響も把握します。

痛みによる影響は，ＡＤＬ，睡眠，食欲，恐れ，気分の低下，社会活動の減少，人との関わりの悪化や妨げ，運動不足による筋力

低下や転倒の危険性に繋がります。

○アセスメント（評価）のポイント



痛みをもっともよく説明できるのは本人です。本人の言うことを注意深く聞き，その訴えを先入観なく検討する必要があります。
痛みは，「締め付けられる」「かじかむ」「こる」「冷たい」「重い」というように表現される場合もあります。
痛みの頻度，強さ，痛みによる生活の支障，箇所，薬の効果について，記入の手引きを参考に具体的に把握します

10.痛みの頻度︓毎日あらわれるのか，１日に何回程度あらわれるのか
11.痛みの強さ︓耐え難い痛みなのか，どのような痛みなのか
12.痛みによる生活の支障︓通常の生活が送れなくなるような痛みなのか，日課を調整

が必要な痛みなのか

13.痛みの箇所︓痛みがあるのは１か所なのか，痛みがあるのは複数の箇所なのか
14.痛みに対する薬の効果︓痛み止めの薬を使用したか，その薬は効いたのか

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
痛みについての課題検討は，痛みの原因を把握，鎮痛薬の使用を確認，痛みを和らげる方法（温める，冷やす，姿勢を変える，マ

ッサージをするなど），寝具などの家具や用具類を利用者に合わせるなどです。

痛みは，痛みそのものや原因ばかりでなく，痛みによる影響に対応することが効果的なことが多く，痛みを和らげる対応をしま

すが，薬によって痛みを和らげることは副作用（吐き気や眠気）があることも気を付けます。

また，痛みに関連する生活の支障は幅広く，「課題検討の手引き︓1.心臓と肺，2.ＡＤＬの低下，ＡＤＬ支援の必要性，機能訓練

との関連性，転倒の原因，健康増進，3.ＩＡＤＬの改善と支援，4.レビー小体病，6.うつ，7.便秘，8.皮膚と足の問題，9.口腔問

題，14.ターミナルケア緩和ケアにおける痛みとコントロールなど」に関係してくるので，関連付けて検討します。

9
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○症状の変化（15，16）
・病状，健康状態の不安定さを把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

15 入院（✻） □過去３か月の間における入院の有無（入院したかどうか） □入院した場合の回数

16 緊急受診（✻） □過去３か月の間における緊急外来の受診の有無（緊急外来を受診したかどうか）
□緊急外来を受診した場合の回数

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
入院，緊急受診とその回数は，在宅生活を続けることの可能性を検討する上で参考となる情報です。

○アセスメント（評価）のポイント
3か月以内としていますが，入退院を繰り返しているのか，入院期間が長期なのかについて確認します。

15.入院︓入院の有無（入院したかどうか），入院の回数
16.緊急受診︓緊急外来の受診の有無，緊急外来の回数

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
本人の意向と介護力と合わせて，施設入所の必要性を検討する一つの情報です。
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○薬（17～19）
・服用している全ての薬剤をできるだけ把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

17 医師による薬の管理 □薬を管理している医師がいるか

18 薬の服用 □指示されたとおりに服薬しているかどうか

19 服薬状況（別表） 薬の種類と効能を記録します。

別表

薬剤名 量 効能

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
高齢者にとっての問題に，多剤併用があります。複数の病気を抱え，薬剤の種類も多い傾向にあります。高齢者の約８割は医師か

ら薬を処方され，約７割は市販を使用しています。また，高齢者に処方されている一般的な薬は，循環器系の薬，降圧薬，鎮痛薬

， 関節炎の薬，鎮静薬，精神安定薬，消化器系の薬です。また，高齢者の約１割は５種類以上服薬していますし，要介護高齢者の９

割 以上が薬を使い，中央値は５種類，２割以上は９種類以上服薬しています。



薬剤の種類が増えるほど，相互作用，副作用，順守しないという問題が起きます。問題は，加齢（高齢）により，薬への反応が変

化し，合併症の可能性が増すことと薬剤副作用があります。その要因は，多剤併用，指示のとおり服用しない，病気は重い，複数の

病気，体が小さい，肝・腎の機能不全などであり，高齢者の薬剤副作用は若年者の約３倍になります。薬剤の作用副作用が，生活支

障の原因となる可能性があるため必ず把握し，効果的効率的に作用するよう支援することです。

○アセスメント（評価）のポイント
医師による薬の管理︓複数の医療機関からの処方，複数の疾患の治療を受けている場合，特に多剤服用や向精神薬が処方されて

いる場合，処方など全体を管理している医師がいるかどうかが重要な把握ポイントです。「お薬手帳」を確認します。

17.薬の服用︓飲み忘れ，自身で調整などがないか，医師から指示されたとおりに服薬しているかどうか確認します。
18.服薬状況︓薬の種類と効能を記録します。

薬は生活の支障と関連します。何らかの支障があった場合は「薬が原因かも︖」と考えます。「課題検討の手引き︓1.痛み，脱水，

心疾患，呼吸器疾患，めまい，アルコール，2.ＡＤＬ低下，転倒，3.ＩＡＤＬ，4.認知，6.うつ，7.失禁，8.褥瘡，9.口腔問題，

10.食事摂取，11.行動，14.虐待，ターミナルなど」生活全般に関係します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
薬剤の内容を確認し，効果的効率的に作用するよう支援し，副作用による生活の支障へ対応します。そのため，すべての薬剤とそ

の服用の理由を確認し，管理している医師がいるかどうか，特に精神科医師以外から向精神薬が処方されている場合は要注意です。

また，薬剤の相互作用，健康状態が，医師，薬剤師によって確認されているかどうか確認します。多くの薬剤は後遺症を残すよう
な副作用をもたらしますので，必要に応じて医師，薬剤師に照会して対応します。
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副作用の例︓（錯乱，転倒，うつ，失禁，便秘，落ち着きのなさ，錐体外路症状，記憶喪失，口腔感想，悪心，めまい，湿疹，か

ゆみ，痣，下痢，疲労感など）
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○医療機器（20）
・在宅医療機器（カテーテル，点滴，酸素，ろうなど）の管理について，自己管理ができたか，どの程度の介助が必要か，把握しま

す。

№ 情報項目 把握のポイント

20 医療機器の取り扱い・管理 □酸素濃縮器 □点滴（中心静脈） □カテーテル □瘻（ろう）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
在宅医療機器を使っているか，使っていれば，自己管理ができるか，どの程度の介助が必要かを把握します。

○アセスメント（評価）のポイント
20. 医療機器の取り扱い・管理︓酸素濃縮器，点滴（中心静脈），カテーテル，瘻（ろう）など，日中および夜間にどのように対

応しているか確認します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
自己使用・自己管理及び家族による管理の状況をふまえ，支援や介助の必要性を明らかにします。観察管理が必要な病気との関

連性を把握し，主治医の指示により対応します。
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○保健予防（21）
・疾病予防，早期発見のための対応がなされているか把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

21 健康診断の受診（✻） □市町村などが行う健康診断，病院の検診を受けているか。

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
病気になってから対応するより，病気にならないよう予防することです。疾病予防，早期発見のための対応がなされているか把

握します。
まだ気づいていない健康問題への早期発見は，検診などよりも一般的な通院による診察や検査が有効です。

○アセスメント（評価）のポイント
予防接種などの予防的対応，市町村などが行う健康診断，病院の検診などの早期発見のための対応を確認します。

21.健康診断の受診︓市町村などが行う健康診断，病院の検診を受けているか。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
ケアプランへの直接的な反映はありませんが，予防，早期発見のための方法が分からないために対応出来ていなかったとすれば

， その制度や方法を本人もしくは家族に伝えます。



16

○健康生活（22～28）
・生活に影響を与える可能性のある生活習慣と，健康面の変化を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

22 喫煙 喫煙習慣について確認します。
□習慣的に（毎日）喫煙をしているかどうか

23 飲酒による問題 □自分がお酒の量を減らしたほうがよいと思ったことがある □家族や周りの人から

減らすように言われたことがある □家族や周りの人がお酒のことで心配している

□迎え酒をしたことがある，または一日中，飲酒をしていたことがある □飲酒が原

因で問題を起こした □その他，危険な飲酒の可能性があるかどうか

24 健康状態が悪い □健康状態がよくないと感じているかどうか

25 生活に支障のある体調の変動や悪化 □生活に支障のある体調の変動や悪化はあるか

26 慢性症状の悪化 □持病の悪化や慢性症状の悪化が借るかどうか

27 急性症状の発生 □急性症状の病気があるかどうか

28 新たな病気による治療の変更 □新たな病気によって，治療や治療方針に変更があったかどうか

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
生活に影響を与える可能性のある生活習慣と，健康面の変化を把握します。

○アセスメント（評価）のポイント



22.喫煙︓喫煙習慣について確認します。毎日どの程度喫煙をしているかどうかを聞きます。
23.飲酒︓飲酒による問題があるかどうかを確認します。問題があると思われる場合でも，飲酒が原因であることを認めない場合

が多いので気を付けて聞取ります。自分がお酒の量を減らしたほうがよいと思ったことがあるか，家族や周りの人から減らすよ

うに言われたことがあるか，家族や周りの人がお酒のことで心配しているか，迎え酒をしたことがある，または一日中，飲酒を

していたことがあるか，飲酒が原因で問題を起こしたことがあるか，その他，危険な飲酒の可能性があるかどうかを確認しま

す。

24.健康状態が悪い︓健康状態がよくないと感じているかどうか，生活に支障のある体調の変動や悪化︓生活に支障のある体調の

変動や悪化はあるか，慢性症状の悪化︓持病の悪化や慢性症状の悪化が借るかどうか，急性症状の発生︓急性症状の病気がある

かどうか，新たな病気による治療の変更︓新たな病気によって，治療や治療方針に変更があったかどうか，これらは「観察管

理 が必要な病気」と関連して把握します。

25.生活に支障のある体調の変動や悪化︓生活に支障のある体調の変動や悪化はあるか
26.慢性症状の悪化︓持病の悪化や慢性症状の悪化が借るかどうか
27.急性症状の発生︓急性症状の病気があるかどうか
28.新たな病気による治療の変更︓新たな病気によって，治療や治療方針に変更があったかどうか

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
喫煙は，「課題検討の手引き︓2.健康増進」で課題検討します。
飲酒は，「課題検討の手引き︓1.アルコール問題」で課題検討します。また，転倒やうつにも関係するので合わせて課題検討しま

す。

健康状態の変化は，「課題検討の手引き︓1.痛み，脱水，2.ＡＤＬ，転倒，健康増進，3.ＩＡＤＬ， 4.認知，5.コミュニケーショ

ン，6.社会との関わり，11.行動，12.介護力など」に影響します。

17



18

○ケア計画（29）
・医療的な対応についての目標，達成状況について把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

29 予定されたケア・治療の遵守 過去約３か月の間におけるケア・治療目標の達成状況について確認する。

健康状態に関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
医療的な機能訓練，食事療法などの対応についての目標，達成状況について把握します。

○アセスメント（評価）のポイント
医療的な身体機能や健康状態に関する計画がある場合，その達成状況を把握します。

29.予定されたケア・治療の遵守︓過去約３か月の間におけるケア・治療目標の達成状況について確認します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
医療保険と介護保険の対応について，ケアプランの見直しが必要かどうか検討します。
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〇健康状態に関する意向
ケアマネジャーは病気を治すという立場ではないので，病気そのものに関する意向に対応することはできません。しかし，病気

やと付き合い，病気やとともにどのように生活していくのか，どのように生活していきたいのかということについて提案し聞き取

ることはできます。
治療ではなく，生活の質に視点をおいた「生活の意向」です。
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２ ＡＤＬ

○ＡＤＬ（30～41）
・利用者本人の日常生活動作の能力を評価します。介助する側の状況ではなく，本人の状況を，動作分割により確認します。

№ 情報項目 把握のポイント

30 寝返り 横になった状態からどのように寝返りするか確認します。

31 起き上がり 横になった状態からどのように起き上がるか確認します。

32 乗り移り ベッドからどのように，いすや車いすに移るか確認します。また，その逆（いすや車いすか

らベッド）についても確認します。

33 家の中の移動 どのように家の中を移動するか確認します（車いすを利用している場合は，車いすに乗り

移 った後にどのように移動するか）。

34 屋外の移動 どのように家の外を移動するか確認します。

35 上半身の更衣 どのように服を着たり脱いだりするか確認します（準備を含む）。

36 下半身の更衣 どのようにズボンを履いたり脱いだりするか確認します（準備を含む）。

37 食事 どのように食べたり飲んだりするか確認します。

38 排泄 次の動作について確認します。
□トイレ（ポータブルトイレ，便器や尿器を含む）の使用 □便器への移乗 □排泄後の始

末（おむつの交換，失禁の始末） □人工肛門や尿カテーテルの後始末 □衣類を整える

など

39 整容 次の動作について確認します（それぞれその準備を含む）。
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□髪をとかす □歯を磨く □髭を剃る □顔や手を洗う

40 入浴 次の動作について確認します。
□どのように入浴するか（浴槽の出入り） □どのようにシャワーを浴びるか（使うか）
□体のそれぞれの部位をどのように洗うか

41 ＡＤＬの低下（✻） 過去約３か月の間に，ＡＤＬの低下，または悪化があるか確認します。

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
ＡＤＬに障害があることは，生活に大きな影響があります。介助を受けることは，心苦しい想いをする，孤立する，自尊心を失

う，などにつながることがあります。

ＡＤＬの障害が進むと，自宅での生活が続けられなくなる可能性が高くなるほか，褥瘡や失禁，筋力低下，拘縮，転倒などの悪化

の危険性も高まるので，ケアマネジャーは，①ＡＤＬが改善する可能性があるのか，②ＡＤＬが低下する危険性があるのか，③ＡＤ

Ｌ維持の必要性があるのか，④生活する上で必要な介助は何か，ということを意識して情報を得ます。どこまでできてどこからで

きないのか，何ができて何ができないのか，という能力評価だけではなく，改善，低下の可能性を考えるということです。

○アセスメント（評価）のポイント
ＡＤＬの能力評価は，介助をする側の視点ではなく，利用者本人の視点で日常生活動作の能力評価をします。

30.寝返り︓横になった状態からどのように寝返りするか確認します。
31.起き上がり︓横になった状態からどのように起き上がるか確認します。



32.乗り移り︓ベッドからどのように，いすや車いすに移るか確認します。また，その逆（いすや車いすからベッド）についても

確認します。

33.家の中の移動︓どのように家の中を移動するか確認します（車いすを利用している場合は，車いすに乗り移った後にどのよ

う に移動するか）。

34.屋外の移動︓どのように家の外を移動するか確認します。
35.上半身の更衣︓どのように服を着たり脱いだりするか確認します（準備を含む）。
36.下半身の更衣︓どのようにズボンを履いたり脱いだりするか確認します（準備を含む）。
37.食事︓どのように食べたり飲んだりするか確認します。
38.排泄︓トイレ（ポータブルトイレ，便器や尿器を含む）の使用，便器への移乗，排泄後の始末（おむつの交換，失禁の始末），

人工肛門や尿カテーテルの後始末，衣類を整えるなど，どのようにおこなうか評価します。

39.整容︓髪をとかす，歯を磨く，髭を剃る，顔や手を洗う（それぞれ準備を含む）
40.入浴︓どのように入浴するか（浴槽の出入り），どのようにシャワーを浴びるか（使うか），体のそれぞれの部位をどのように

洗うか

41.ＡＤＬの低下︓ＡＤＬの低下，または悪化があるか確認します。

寝返り，起き上がり，乗り移り，家の中の移動，屋外の移動，上半身の更衣，下半身の更衣，食事，排泄，整容，入浴の能力評価

を動作分割により確認します。例えば「更衣」は，①衣服のあるところに行き，選び，手にとる，②着ている衣類をつかむ，脱ぐ，

③上半身/下半身の衣服をつかみ/一旦身につける，④スナップやファスナーなどをとめる，⑤正しい順に着る，⑥整える，などに

分けて評価することが「動作分割」です。

また，時々「協力動作」という言葉を聞きますが，「協力」は介助者に協力という，介助する側の視点ですし，「自立，一部介助，

全介助」というのも介助する側の都合での視点です。ケアマネジャーは，利用者本人の視点でＡＤＬの能力を評価します。
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ＡＤＬ支障の原因は，身体的障害だけではなく，病気，認知・精神的障害，居住・介助の環境，生活習慣など様々ですので，その

原因となる領域「課題検討の手引き︓1.健康状態，4.認知，5.コミュニケーション，6.社会との関わり，10.食事摂取，11.行動障

害，12介護力，13.居住環境など」との関係性をふまえて評価します。

ＡＤＬ低下の時期が早ければ早いほど，改善（回復）の可能性が高くなるので，変化の状況を必ず確認します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
極端に言えば，「ＡＤＬ介助の目的は介助をしないこと」です。
これは，①体に触れる身体介助の代わりに動作分割と言葉による誘導をすること，②身体介助の代わりに，一つ一つの動作を細

かく分けて言葉による誘導すること，③より少ない介助援助でできるように，能力を回復すること，④介助援助時間を短くするこ

と，⑤自分でできることを実践する場面を増やすことです。自立支援の介助です。

ＡＤＬの改善（回復）や自立支援の介助を検討する場合には，生活に支障をきたす病気，身体を動かす時間，生活の意欲，理解な

どの状況を関連させて検討します。
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○活動・健康増進（42～45）
・活動，運動の状況を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

42 移動手段 移動の際，使用している器具，補助具，乗り物について確認します。

また，どのように移動しているか確認します。

43 階段の昇り降り 自力で昇り降りをしているか確認します（階段と同様の段差のある玄関も含む）。

44 外出（屋外）の頻度（介助サー

ビ ス利用による外出は含まない

）

家の外に出た頻度について確認します。

45 体を動かす活動 ＡＤＬ，歩く，掃除するなどはどうか。活動量を把握します。

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
活動・健康増進について検討し提案することが目的です。
高齢者の生活の質や自立に影響のある健康活動は重要なことですが，身体が弱い高齢者は，健康増進を考えない，もしくは諦め

ていることがあります。しかし，運動量を少しでも増やしたり，禁煙することによる健康上の効果は高齢者にとっても大きく，高

齢 者でも体力や呼吸機能の向上は短い期間でも効果が表れますので，体力の向上と健康増進により，幸福感と自立性を高めるこ

とが できるよう支援します。



○アセスメント（評価）のポイント
移動手段は，何も使わない場合を除き，何かに頼って移動している現状を把握し，その方法が適切かどうかを後に評価すること

になります。

階段の昇り降りは，単に昇り降りをしているか，昇り降りができるかということではなく，足腰に負担のかかることを普段から

しているかどうかを把握し，課題検討の参考にします。

42.移動手段︓移動の際，使用している器具，補助具，乗り物について確認します。

また，どのように移動しているか確認します。

43.階段の昇り降り︓自力で昇り降りをしているか確認します（階段と同様の段差のある玄関も含む）。
44.外出（屋外）の頻度（介助サービス利用による外出は含まない）︓家の外に出た頻度について確認します。
45.体を動かす活動︓ＡＤＬ，歩く，掃除するなどはどうか。活動量を把握します。

外出の頻度は，通院や，デイサービスに行くなどの介護サービス利用による外出は含みません。普段の生活や活動のための外出

です。

体を動かす活動は，どのぐらい日常生活の動作や活動をしているかその時間を把握します。1日２時間未満であれば，活動時間が

少ないと判断します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
高齢者の生活の質や自立に影響のある健康活動は重要なことですが，身体が弱い高齢者は，健康増進を考えない，もしくは諦め

ていることがあります。
例えば，①すでに健康状態が悪いので，禁煙をしても遅すぎる。②高齢になってから生活習慣を変えることは難しい。③不健康な
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生活習慣を長く過ごしてきたのだから体が丈夫である。④禁煙を勧めることは，残された数少ない楽しみを奪うことになる。など

です。
健康増進は，①健康志向があっても，どうすればよいかわからず，行動に移したり生活習慣を変えることができないでいる場合，

②身体が弱くても，あまり運動しない人や喫煙を続けている人と，軽くでも運動をしたり禁煙した人では，健康状態が違う，という

ことへ対応し，健康増進の取り組みが，自立を実現するためのきっかけとなるように，今の生活習慣になった理由を振り返るとこ

ろから始めます。
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○自立度改善の可能性（46～48）
・意欲があれば「○」とします。

№ 情報項目 把握のポイント

46 自立度改善に対する本人の意識 本人が「もっとよくなるはずだ」と思っているかどうか。意欲があるかどうか確認します。

47 自立度改善の介助者意識 介助者が「もっとよくなるはずだ」と思っているかどうか。支援の意欲があるかどうか確

認 します。

48 健康状態改善の可能性 ケアマネジャーなどのケアスタッフが「もっとよくなるはずだ」と思っているかどうか確認

します。

49 介助状態の悪化＊ 過去約３か月の間に，介助にかかる手間が増えたかどうか確認します。

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
利用者本人や周りの人の「意欲」が重要です。本人や周囲の人が「もっとよくなるはずだ︕」と思っている場合，効果的な機能訓

練につながる可能性があります。また，ある程度の認知障害があっても，意欲があれば機能の低下を遅くできる可能性が高くなる

た め，「意欲」を確認します。

ここでいう「意欲があるかどうか」は，意欲的であれば改善の可能性が高くなるという視点なので，「意欲がない」ということを

問題視する項目ではありません。
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○アセスメント（評価）のポイント
自立度改善に対する本人の意識，介護者意識，ケアマネジャー意識を確認します。
ここでいう「意欲があるかどうか」は，意欲的であれば改善の可能性が高くなるという視点なので，「意欲がない」ということを

問題視する項目ではありません。

「意欲がない」ではなく「意欲が出ない」ということに関しては，「課題検討の手引き︓6.社会との関わりの気分，うつと不安な

ど」で把握して対応します。

「介助状態の悪化」は，「ＡＤＬの低下」と同様に変化とその時期を把握します。

46.自立度改善に対する本人の意識︓本人が「もっとよくなるはずだ」と思っているかどうか。意欲があるかどうか確認します。
47.自立度改善の介助者意識︓介助者が「もっとよくなるはずだ」と思っているかどう

か。支援の意欲があるかどうか確認します。

48.健康状態改善の可能性︓ケアマネジャーなどのケアスタッフが「もっとよくなるはずだ」と思っているかどうか確認します。
49.助状態の悪化︓介助にかかる手間が増えたかどうか確認します。

ＡＤＬ支障は様々な原因があります。128を評価する際に確認します。
医療／身体的問題
〇慢性疾患の突然の進行，関節炎，脳血管障害，うっ血性心不全

〇冠動脈疾患 〇脱水 〇せん妄（急性の錯乱状態） 〇進行し

た認知症 〇肺気腫，慢性閉塞性肺疾患（COPD） 〇骨折 〇 感

染症 〇栄養障害 〇痛み 〇パーキンソン症候群 〇薬物

心理社会的／環境的問題
〇事故 〇問題行動 〇うつ 〇治療を守らない 〇身体抑制 〇精

神科疾患 〇社会的孤立 〇薬物の副作用，とくに向精神薬 や鎮

痛薬 〇入院
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乱用 〇甲状腺疾患 〇不安定な状態または急性期 〇視覚障

害

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
（１）ＡＤＬの改善（回復）を検討します。
ＡＤＬが最近低下してきた利用者で，状態が安定している場合に，改善に向けての対応を検討します（ＡＤＬを特定します。）。

また，最近低下してきたＡＤＬを改善する具体的な方法や可能性についての情報をお知らせすることが重要です。利用者も家

族

も具体的に何をどのようにすれば回復できるのか，というはっきりとした情報が必要です。
機能訓練などによってＡＤＬの改善を検討する場合，①はっきりした機能訓練の目的，生活の目的を持っているかどうか。②治

るところ，元に戻るところを把握しているかどうか。ＡＤＬ障害の原因の，病気，怪我，廃用など，回復する可能性がどれだけあ

るかを把握します。③意欲があるかどうか。利用者本人や周りの人の「意欲」が重要です。本人や周囲の人が「もっとよくなるは

ずだ︕」と思っている場合，効果的な機能訓練につながる可能性があります。また，ある程度の認知障害があっても，意欲があれ

ば機能の低下を遅くできる可能性があります。

また，身体機能の改善（回復）が難しい場合には，道具や家具を工夫し，ＡＤＬの改善を検討します。
（２）ＡＤＬの悪化防止を検討する場合

アセスメントシート 128の中で褥瘡や失禁，筋力低下，拘縮，転倒などを評価し，機能訓練をすることによって，危険性を予

防

します。自分で行う運動や機能訓練だけでなく，他者が動かす運動や介護により悪化を予防します。（2.転倒，7.失禁，8.褥瘡，

は，それぞれの課題検討領域で検討します。

※介助状態の悪化，ＡＤＬの低下は，ＡＤＬの改善（回復）の可能性にも，ＡＤＬ低下（悪化）の可能性にも関係します。改善
（回復）の可能性も，低下（悪化）の可能性も，ＡＤＬの低下，介助状態の悪化が把握のポイントです。



また，低下・悪化の時期に，なんらかのエピソードがあったのか，なかったのかも課題検討の重要な情報です，急性の病気，

慢性の病気の進行，転倒，認知障害，介護力，居住環境，ターミナル，虐待などと関連付けて検討します。

（３）ＡＤＬの維持を検討する場合
ＡＤＬに何らかの支障があるが，ＡＤＬ，介助状態に変化がない場合は，「ＡＤＬ維持の必要性」を検討します。

（４）必要な介護を検討する場合

ＡＤＬの改善（回復），低下（悪化），維持への対応とは別に，生活する上で必ず行わなければならない介護を検討します。具体

的には，アセスメントシート 128のＡＤＬ自己動作の評価により必要な介護を検討します。
必ず行わなければならないケアは，歩行訓練と同時に歩行介助など，改善のためのケアと同時に行う場合もあります。
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○転倒（50，51）
・転倒の危険性を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

50 転倒の回数（✻） 過去３か月における転倒の有無と転倒があった場合の回数を確認します。

51 転倒の危険性 歩行障害がみられる疾患などの有無について確認します。
□パーキンソン症候群 □多発性脳梗塞 □筋力低下 □起立性・食後性・薬剤誘発性の低 血

圧症 □骨の痛みや変形 □下肢の長さの左右非対称 □骨折や関節炎などの整形外科 の疾

患による重心のずれ □視覚障害，平衡感覚の障害 □判断力の低下 □うつ □せん 妄

□認知症
このほか，薬の副作用による転倒の可能性，環境を原因とする転倒の可能性について確認し

ます。

□明るさが十分でない照明 □滑りやすい敷物や床 □固定しされていないカーペット
□階段の段差 □段差のある床 など

ＡＤＬに関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的



高齢者の転倒は非常に多く，様々な原因によっておこり，骨折などの怪我や後遺障害によるＡＤＬの低下だけでなく，死因となる

ことがあります。

また，転倒は，まだ気づいていなかった病気を知るきっかけにもなり，対応することで機能低下を予防することができる場合があ

ります。

・在宅高齢者の３割が転倒し，そのうち約半数が２回以上転倒します。加齢によって転倒の危険性は増え，その頻度や死因となる

可能性も増えます。転倒は骨折につながり，最も深刻なものが大腿骨頸部骨折です。
・転倒が「転倒を怖がる」ことになり，そのことが活動制限につながります。
・危険な環境や急性疾患の発病が直接のきっかけになります。

○アセスメント（評価）のポイント
１転倒の回数︓転倒したか，再転倒したかを把握するだけでなく，いつ，どこで，どのような時に転倒したのか，本人はどう思っ

ているのかなど，できるだけ詳しく確認します。
・いつもの生活をしている時に転倒したのか。通常でない活動や動作の時に転倒したのか。
・転倒した時，まわりの環境はいつもと同じであったか。通常と違う環境だったのか。
・どの時間帯に転倒したのか。
・転倒したときに何か症状はあったか。
・急にトイレに行きたくなったとか，めまいがあったなど。
・本人は，どうすると転倒を防げると考えているか。
・転倒は立っていた時か，立ちあがろうとした時か。
・本人は転倒したことを，どう思っているか。
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50.転倒の回数︓転倒の有無と転倒があった場合の回数を確認します。
51.転倒の危険性︓歩行障害がみられる疾患など（パーキンソン症候群，多発性脳梗塞，筋力低下，起立性・食後性・薬剤誘発性

の低血圧症，骨の痛みや変形，下肢の長さの左右非対称，骨折や関節炎などの整形外科の疾患による重心のずれ，視覚障害，平

衡感覚の障害，判断力の低下，うつ，せん妄，認知症），薬の副作用，環境（明るさが十分でない照明，滑りやすい敷物や床，

固定しされていないカーペット，階段の段差，段差のある床など）

２ 転倒の危険性︓歩行障害がみられる疾患などの有無，薬の副作用による転倒の可能性，環境を原因とする転倒の可能性について

確認します。

パーキンソン症候群，多発性脳梗塞，筋力低下，起立性・食後性・薬剤誘発性の低血圧症，骨の痛みや変形，下肢の長さの左右

非対称，骨折や関節炎などの整形外科の疾患による重心のずれ，視覚障害，平衡感覚の障害，判断力の低下，うつ，せん妄，認知

症，薬の副作用，環境など，を原因とする転倒の可能性について，アセスメントシート 128の中で確認します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
転倒そのものだけで転倒を判断するのではなく，幅広く生活全般にわたる情報により転倒の原因・危険性を把握して対応します。

アセスメントシート 128から転倒の原因となる障害について評価します。感覚（視力障害やめまい），認知（危険であることを理解

しているか），感情（落ち込みなど，気分の低下があるか），補助具の必要性（杖や歩行器など，補助具の使用の必要性があるか），

急性疾患（転倒に影響のある病気の症状があるか），薬（ふらつきなどの副作用があるか），アルコール（アルコールによる影響があ

るか），環境（段差や障害物などの環境による支障があるか）など，転倒の原因を明らかにし（スクリーニング）た上で検討します。
① 転倒の原因を取除く︓病気や障害，薬や環境をできるだけ改善。
② 下肢筋力強化︓弱くなっている下肢の強化やバランス改善のためにリハビリテーション。
③ 補助具の使用︓適切な補助具を使用するため，専門職と連絡・連携をして対応。
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④ 眼科受診︓眼科の診療を受けていない視覚障害者に眼科受診を勧める。などです。

〇ＡＤＬに関する意向
利用者が，今までどのように生活してきたのか，これからどのように生活していきたいのか，利用者にとって意味のあることは何

なのか，前向きな考えなのか後ろ向きなのか，意欲的なのか，意欲的でないのか，意欲が湧かないのかなど，利用者本人の状況，本

人の意向を尊重します。

利用者へも家族へも，具体的に何をどのようにすれば回復できるのか，低下を防げるのかというはっきりとした情報を提供でき

れば，利用者は機能訓練の目的，生活の目的を持って主体的に関わることに繋がるはずです。介護保険のサービスでは，利用者は主

体的に，支援を受けて意思決定することができることになっています

ＡＤＬ改善（回復），健康生活，転倒予防について，意思決定支援のための情報提供する場合，もしくはその他もすべてに言える

ことですが，ケアマネジャーは高齢者支援の専門職であるがゆえに，「運動しないと歩けなくなると思う。」とか，「手すりをつけな い

と，また転ぶかもしれない。」など，後ろ向きな言い方，心配をあおるような言い方で意向をコントロールしようとする場合があ り

ます。これは，意思決定支援ではなく，「あなたのことを思えばこそ」とか，「必要なことだから」ということを理由にして，ケア マネ

ジャーの意見を押し付けていることになります。

利用者が，前向きに，自主的に，主体的に取り組むことができるよう，前向きにかつ複数の提案をし，利用者が決めた意向を尊重

するということが私たちケアマネジャーの役割です。
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３ ＩＡＤＬ

○ＩＡＤＬ（52～58）
・自宅で自立した生活を営むために重要な機能を把握します。
・「現状」は，本人がどれだけ行ったか，どれだけ支援されたかを把握します。
・「困難度」は，利用者が自分一人で行う場合の困難度です（問題なし・低・中・高などで評価します）。

№ 情報項目 把握のポイント

現状 困難度

52 炊事 次の動作について確認します。
□献立を考える □材料を準備する □調理する □配膳する 等

53 家事一般（掃除・洗濯・整理等
）

次の動作について確認します。
□食後の後片づ け□掃除 □ベッドの整理 □家の中の整頓 □洗濯 等

54 金銭管理 次の動作について確認します。
□支払い □家計の収支の管理

55 薬の管理 次の動作について確認します。
□決められた時間に服用する □袋から取り出す □処方どおりに服用する 等

56 電話使用 次の動作について確認します。
□電話をかける □電話を受ける 等

57 買い物 次の動作について確認します。
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□買い物に行き，必要なものを自分で選び，支払う

58 交通手段の利用（使う必要のな

い場合も×）

どのように乗り物に乗るか確認します。

ＩＡＤＬに関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
ＩＡＤＬ回復の可能性のある利用者を把握して支援すること，ＩＡＤＬ代行の必要性を明らかにして支援するための情報です。

生活機能の中で最初に低下するのは手段的日常生活能力であることが多く，介護サービス利用者のほとんどがなんらかの障害を抱

えています。

○アセスメント（評価）のポイント
ＩＡＤＬ支援を受けており，非常に困難かどうか，一人暮らしであるか，一人暮らしではないが支援を受けるのが困難かどうかを

客観的に評価します。

ＩＡＤＬには２種類あり，日常生活の家事動作（買い物，食事の用意，家の掃除や整理，外出時の移動など）と，精神的機能や知

的能力と関係のある「知的」な動作（電話の利用や薬の管理など）があります。しかし，すべてのＩＡＤＬに身体的，知的な側面が

あり，ＩＡＤＬ支障の原因は様々なので，支障の原因を考えながらＩＡＤＬ能力の評価をします。
52.炊事︓献立を考える，材料を準備する，調理する，配膳する 等
53.家事一般（掃除・洗濯・整理等）︓食後の後片づけ，掃除，ベッドの整理，家の中の整頓，洗濯等



54.金銭管理︓支払い，家計の収支の管理
55.薬の管理︓決められた時間に服用する，袋から取り出す，処方どおりに服用する等
56.電話使用︓電話をかける，電話を受ける等
57.買い物︓買い物に行き，必要なものを自分で選び，支払う等
58.交通手段の利用︓どのように乗り物に乗るか等，を確認します。

「現状」は，本人がどれだけ行ったか，どれだけ支援されたかを把握します。
「困難度」は，利用者が自分一人で行う場合の困難度です。家族が家事等をおこなっている場合であっても，利用者本人が自分でお

こなう場合の困難度を評価します。

【参考】一般的なＩＡＤＬの評価指標です。ＩＡＤＬの理解に活用ください。
＊は０点，その他は１点，合計８点がＩＡＤＬ全体の評価です
（昔，Ｃ,Ｄ,Ｅは女性のみの評価項目でした…）
Ａ 電話を使用する能力
（１）自分から電話をかけることができる（電話帳を調べたり，ダイアルする）
（２）２，３か所のよく知っている番号にはかけることができる
（３）電話に出るが自分からかけることができない
（４）全く電話を使用することができない＊
B 買い物
（１）全ての買い物は自分一人でできる
（２）小額の買い物は自分でできる＊
（３）買い物をするときはいつも付き添いが必要＊
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（４）全く買い物はできない＊
C 食事の準備
（１）適切な食事を自分で計画し準備し給仕することができる
（２）材料が用意してもらえれば適切な食事を準備することができる＊
（３）準備された食事を温めて給仕する，あるいは食事を準備するが適切な食事内容になっていない＊
（４）食事の準備と給仕が全くできない＊
D 家事
（１）家事を一人でこなす，あるいは時に手助けを要する（例︓重労働など）
（２）皿洗いやベッドの支度などの日常的仕事はできる
（３）簡単な日常的仕事はできるが，妥当な清潔さの基準を保てない
（４）全ての家事に手助けを必要とする
（５）全ての家事ができない＊
E 洗濯
（１）自分の洗濯は完全に行うことができる
（２）ソックス，靴下のゆすぎなど簡単な洗濯ができる
（３）全く洗濯ができない＊
F 移送の形式
（１）自分で公的機関を利用して外出したり，自家用車を運転する
（２）タクシーを利用して外出できるが，その他の公共交通機関は利用できない
（３）付き添いがいるか皆と一緒なら，公共交通機関で外出できる
（４）付き添いがいるか皆と一緒なら，タクシーか自家用車に限り外出する＊
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（５）まったく外出できない＊
G 自分の服薬管理
（１）正しいときに正しい量の薬を飲むことを責任が持ってできる
（２）あらかじめ薬が分けて準備されていれば服薬することができる＊
（３）自分で服薬管理できない＊
H 財産取り扱い能力
（１）経済的問題を自分で管理して（予算，小切手書き，掛金支払い，銀行へ 行く）一連の収入を得て，維持できる
（２）日々の小銭は管理するが，預金や大金などでは手助けを必要とする
（３）金銭の取り扱いができない＊

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
１ ＩＡＤＬ回復の可能性のある利用者を把握して対応します。
（１）医療的な問題に対応︓「課題検討の手引き︓1.健康状態など」と関連させて課題検討します。
（２）機能障害に対応︓「課題検討の手引き︓1.健康状態の筋骨格，痛み，2.ＡＤＬの自立度，を確認し，関連させて課題検討しま

す。

（３）意欲，支援体制，能力，環境の問題に対応︓ＡＤＬ，介護力，環境等と関連させて課題検討します。
２ ＩＡＤＬ代行の必要性を明らかにし，自立生活のための家事支援の必要性，もしくはもっと増やした方が良いのかを検討しま

す。

家事能力に問題がない家族と同居している場合，介護保険による生活支援サービスは利用の対象になりません。また，介護保険

は，一人暮らしだから家事支援が受けられるというものでもありません。どちらにしても，利用者本人の家事能力を評価すること

が必要になります。
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しかし，ネグレクトや変則勤務等，同居家族がいても十分な家事支援を受けることができない場合もあるので，介護力や虐待の

項目を参照し，保険者と協議をして必要性を判断します。

〇ＩＡＤＬに関する意向
身体能力に問題がない場合，周りの人たちから「やる気がない。」と言われる場合があります。しかし，「やる気がない。」のと「や

る気がおきない。」のは全く違います。認知や気分の評価と関連して判断し，無理強いすることにならないよう提案し，意向を確認

します。

また，家族が世話をし過ぎている，本人が人に頼りたくない，人に頼りすぎている，等という場合もありますので，一律にとらえ

るのではなく，利用者個別の生活習慣を尊重して意向を捉えるよう努めます。
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４ 認知

○認知障害（60～63）
・認知障害があるかどうか，一時的なのか，慢性なのか判断します。慢性の場合，どの程度，どのように生活に支障があるのかを，で

きる限り具体的に把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

60 ① 複雑性注意 次の様子がみられるかどうか確認します。
□気が散る □物事に集中できない、ボーっとしている □動作がゆっくり（緩慢） □反 応

にムラがある □半側空間無視がある □睡眠時間が増える □起きていても眠い □感 情のコ

ントロールができない □匂いや音に気がつかない □匂いや音に過敏に反応する

□疲れやすい など

② 実行機能 次の様子がみられるかどうか確認します。
□手順がわからなくなる □失敗しても気がつかない □家事が単純になる □買い物に行

ってもどうしたらよいかわからなくなる □料理の手順がわからなくなる など

③ 学習と記憶（即時記憶、近

時 記憶、遠隔記憶）

次の様子がみられるかどうか確認します。
□約束を忘れる □ものを置き忘れる、しまい忘れる □同じことを何度も言う □新しい

ことを覚えることができない

陳述記憶、エピソード記憶、意味記憶、非陳述記憶、手続き記憶に支障があったかどうか確

認します。
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①短期記憶（即時記憶、作業記憶）に支障があったかどうか、②長期記憶（近時記憶，遠

隔 記憶）に支障はあったかどうか確認します。

④言語（失語） 次の様子がみられるかどうか確認します。
□他人の考えを理解したり、自分の考えを表現したりするのが困難になる □言葉が出てこ

なくなる（換語困難） □言葉の意味がわからなくなる □日常会話のキャッチボールがで

きなくなる □「あれ」「それ」などの代名詞を多く使って話をする □何度も聞き直す □ 話

のつじつまが合わない など

⑤ 知覚－運動（失認、失行） 次の様子がみられるかどうか確認します。
□着替えができない □髪をとかすことができない □お茶を入れることができない □入 浴

時に体を洗えない □家電製品やリモコンの使い方が分からない □手づかみで食事をす る

（箸やスプーンを使えない） □知っている人の顔がわからない □文字の形がわからな い

□色がわからない □左右がわからない □美しい風景を楽しめなくなった □トイレ の便器

を見ても形が分からない □全体を見ないで一部だけを見ている □位置関係や段 差･奥行

きが分からない □はじめて行った場所で道に迷う □自分の家でもトイレの場所 が分から

ない □音楽を聴いても楽しめない □救急車やパトカーのサイレンを聞いても意 味がわから

ない など

⑥ 社会的認知 次の様子がみられるかどうか確認します。
□他者の心の動きを推察することができない □他者が自分とは異なる考えをもっているこ

とを理解することができない □他者の言葉の内容、話し方、行動の背景にある思考や感情

、 性格、動機を読み取ることができない など



43

⑦ 見当識 次の様子がみられるかどうか確認します。
□年月日・曜日・時間がわからない □自分が何処にいるかわからない □相手が誰だかわ

からない □自分がどういう状況にいるのか分からない □時空のなかで位置づけができな

い □自分の状態が分からない など

62 認知機能の低下（✻） 過去約３か月の間に、認知機能の低下・悪化がみられたか確認します。

63 せん妄 一時的な意識の混乱があるかどうか確認します。

認知に関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的、居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
認知障害は，最近や昔の出来事を忘れる，錯乱する，言葉を探したり，話を理解するのが困難になる，社会生活に適応できなく

な るなど，生活のほとんどすべてに影響します。

ほとんどの認知能力の低下あるいは認知症は慢性に進行するものです。このため，認知能力の低下した高齢者へのケアは，治療

と いうよりも，生活の質を向上すること，機能状態を維持すること，機能低下を最小限にすること，尊厳を保持すること，に焦点

を当 てることになりますので，できる限り具体的に把握することが大切です。

また，生活の支障を把握するとは言っても，出来ないところだけを評価するのではなく，「できること」を把握する，もしくは「こ

うするとできる」というところをいかに把握することができるかです。

○アセスメント（評価）のポイント



認知障害は，利用者本人よりも家族の大変さ，介護者の大変さがクローズアップされる場合が多くみられます。しかし，ケアマネ

ジャー（ケアスタッフ）は，高齢者支援の専門職ですから，家族や介護者の支障ではなく，認知障害のある利用者本人の視点で捉え

ることが専門性です。また，「認知症」と言っても，その原因疾患は 70 種類以上と言われ，その中核症状も周辺症状も程度も様々

です。さらに，認知障害は認知症だけが原因の障害ではないので，様々な障害とその特性を理解することができるよう，日々ケース

スタディなどによりスキルアップが必要です。

① 複雑性注意
気が散る，物事に集中できない、ボーっとしている，動作がゆっくり（緩慢），反応にムラがある，半側空間無視がある，睡眠

時間が増える，起きていても眠い，感情のコントロールができない，匂いや音に気がつかない，匂いや音に過敏に反応する，疲

れやすい，などに気づき確認します。

今までおこなっていたことが以前より時間がかかるようになってくる，普通にやっていたことを間違うようになってきた，再

確認する必要性が出てきたことに気づかれる，何かをしながらだと考えがまとまらなくなってきた，などがおきてきているかど

うかです。
② 実行機能

手順がわからなくなる，失敗しても気がつかない，家事が単純になる，買い物に行ってもどうしたらよいかわからなくなる，

料理の手順がわからなくなる，などの障害です。

段取りを踏んでおこなうことが簡単にできなくなり苦労するようになってくる，同時並行しておこなうことが難しくなって

くる，何かの作業をしていた時に来客や電話で一旦さえぎられるとその作業を再開するのが難しくなってしまう，物事を整理し

たり，考えたり，意思決定するのに以前より労力を使うため疲れやすくなる，会話の切り替えについていくことに努力が必要に

なるため，大人数での集まりが楽しめなくなってくるなどのことがおきてきます。
③ 学習と記憶（即時記憶、近時記憶、遠隔記憶）

約束を忘れる，ものを置き忘れる、しまい忘れる，同じことを何度も言う，新しいことを覚えることができない，（記憶の種類）
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陳述記憶、エピソード記憶、意味記憶、非陳述記憶、手続き記憶に支障があったかどうか確認します。（記憶の貯蔵時間）短期記

憶（即時記憶、作業記憶）に支障があったかどうか、長期記憶（近時記憶，遠隔記憶）に支障はあったかどうかなどを確認しま

す。

最近の出来事を思い出すのに苦労する，予定表やカレンダーにますます依存する，人の名や映画の登場人物を憶えておくため

に何度も手がかりや学習が必要になってくる，時々長い期間同じ人に同じ内容のことを繰り返したり，用事を済ませたかどうか

思い出せない，などということがおきてきているかどうかです。

④ 言語（失語）
他人の考えを理解したり、自分の考えを表現したりするのが困難になる，言葉が出てこなくなる（換語困難），言葉の意味がわ

からなくなる，日常会話のキャッチボールができなくなる，「あれ」「それ」などの代名詞を多く使って話をする，何度も聞き直

す，話のつじつまが合わない，などを把握します。

言いたいことははっきりしているのに言葉がでてこない，固有名詞、特に人の名前を思い出そうとするときや、物や事柄を表

す普通の名詞が出てこないので「あれだよね」「わかるよね」などを多用するようになる，面識がある人の名前を呼ばなくなる，

「この～，あの～」「～が・～の・～に・～を」「～られる，～ない，～たい，～らしい」などを省略したり，使い方を間違うこ

とがあるなどです。
⑤ 知覚－運動（失認、失行）

着替えができない，髪をとかすことができない，お茶を入れることができない，入浴時に体を洗えない，家電製品やリモコン

の使い方が分からない，手づかみで食事をする（箸やスプーンを使えない），知っている人の顔がわからない，文字の形がわか

ら ない，色がわからない，左右がわからない，美しい風景を楽しめなくなった，トイレの便器を見ても形が分からない，全体

を見 ないで一部だけを見ている，位置関係や段差･奥行きが分からない，はじめて行った場所で道に迷う，自分の家でもトイレ

の場所 が分からない，音楽を聴いても楽しめない救急車やパトカーのサイレンを聞いても意味がわからないなどを把握します

。
出かける時に，以前より地図などに頼ることが多くなった，新しい場所に着くために書いたものに頼ったり人に尋ねることが
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多くなった，集中していないと道に迷ったりもとにもどることがでてきた，以前より上手に駐車ができなくなってきた，物を作

ったり組み立てたり，縫い物などの作業に多くの努力が必要になってきたなどです。

⑥ 社会的認知
他者の心の動きを推察することができない，他者が自分とは異なる考えをもっていることを理解することができない，他者の

言葉の内容、話し方、行動の背景にある思考や感情、性格、動機を読み取ることができないなどを把握します。

相手の行動や態度の微妙な変化から，どう対応すればいいかを認識したり，顔の表情を読んだりする能力，共感が難しくなり，

外交的や内向的に変化してきたり，抑制がきかなくなる，微妙にまたは一時的に表情が乏しくなったり（アパシー），落ち着きが

なくなったり，人が変わったと思われることがあります。
⑦ 見当識

見当識障害は，「失認」などの項目で概ね説明されていますが，長年使われてきたので，６項目プラス１項目として確認しま

す。年月日・曜日・時間がわからない，自分が何処にいるかわからない，相手が誰だかわからない，自分がどういう状況にいる

のか分からない，時空のなかで位置づけができない，自分の状態が分からない，などで，現在の時刻、日付、場所、人物、周囲

の状況などを総合的に判断して自分が今置かれている状況を理解する能力です。

これらのことは，６つ（＋１）の障害に分類することが目的ではありません，医師のように診断する訳でもありません。ケアマ

ネジャー（ケアスタッフ）は６つの物差しをうまく活用し，認知の障害により生活のどういうことに支障がでてきたのかを把握で

きれば良い訳です。

例えば「何度も同じ話をする。」ということは，「学習と記憶」なのか「言語（失語）」なのか，または，認知障害ではなく「不 安」

で捉えればいいのか，などということに迷う必要はなく，どこかのアセスメント項目もしくは複数のアセスメント項目で捉え， 見

逃さず把握するということが重要です。重複して捉えても何の問題ありません。
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62.認知機能の低下︓認知機能の低下・悪化がみられたか確認します。
63.せん妄︓一時的な意識の混乱があるかどうか確認します。注意障害（認識，集中，維持，切り替える能力の低下），意識障害（

場 所，時間，人，置かれている状況把握能力の低下）が急におこり，数時間から数日続き，一日の中で重症度が変化するよう

な状 態です。

認知障害の特性を知らない人が，認知障害の行動や言動を目にすると，「困った人」扱いにしてしまうことが多くみられます。そ

れは，その人に対し大変失礼ことです。

認知障害のあるその人が，周りを混乱させる行動や言動をしているのではなく，認知症などの障害がそういう行動をとらせている

と考え，「困った人」ではなく，「困っている人」「混乱している人」「不安になっている人」という本人視点の捉え方が，高齢者支援 の専

門職であるケアマネジャー（ケアスタッフ）の対応であり専門性です。

また，認知障害を理解して対応することができずその人の混乱を招いてしまうということは，高齢のその人に問題があるのではな

く，関わる，もしくは介護をする周りの人に問題があるということになります。認知障害をよく知らない家族ならやむを得ないこと

ですが，高齢者支援の専門職である，ケアマネジャー（ケアスタッフ）にはあってはならないことです。

例えば… 「いい天気だから散歩に行きましょう～」と言って，スタッフが手を引こうとすると，払いのけて「何するの︕」と言

って拒否するのです。 …この関わりはどうでしょう︖

スタッフの立場からすれば「せっかく散歩に連れて行こうと思ったのに拒否された」と思うかもしれません。しかし，その人に

認 知障害があると分かっていれば「言われていることが理解できず，声をかけている人が誰だか分からないのかもしれない，見ず

知ら ずの人から急に手を引かれれば嫌がるのがあたりまえ。」と考え，本人の大変さに合わせた対応を工夫するでしょう。そして，「

拒否 する」という相手に問題があるような言い方ではなく，「嫌がられてしまいました。」など，スタッフの関わりに問題があると捉

える ことが専門性です。

認知障害の一部の原因疾患には「病識が薄い」いう場合がありますが，ほとんどの軽度や中等度の認知症の場合は，自分自身認知
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能力の低下に対して怒ったり，落ち込んだり，不安になることがあります。「認知症になると自分の能力が衰えていくのに気がつか

ない。」という昔に言われていたことは間違っています。

同様に「認知症になると何もわからなくなる。」という極端な認識をしている人がいますが，当然そんなことはなく，簡単な言葉

だと理解できる，考えるのがゆっくりになる，返答するまで時間がかかる，などに配慮し，本人と会話，話し合いにより認知能力，

生活の支障を把握していきます。ケアマネジャー（ケアスタッフ）は，本人が分かりやすいように説明する「義務」があります。ま

た，一人の人として敬った関わりも必要不可欠です。

認知障害は生活のほとんどすべてに影響します。例えば，ＡＤＬの更衣と「着衣失行」，失禁と「認知機能性尿失禁」，行動障害の
「怒る」と「脱抑制」，「道に迷う」と「失認」など，他のアセスメント項目の支障と認知障害とを関連させて評価するようにします。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
把握した認知障害の状況と，認知障害による生活の支障をふまえ，支障を補うために，どのような方法をとることができるのかを

判断します。また，できることを判断しケアプランやケアの方法に反映させます。
（１）援助の必要性を判断します

ＡＤＬやＩＡＤＬを評価する時に，認知障害の「注意障害」「実行機能」と「失行・失認・失語」を詳しく把握することによっ

て，どこまで手伝えばいいか，どこから自分でできるか，どのように説明すればいいかなどが検討できます。

例えば，朝起きたら着替えをするという日課がわからないが，「着替えしましょう」と言葉がけすれば自分でできるとか，順番

通り衣服を着ることはできないが，一枚一枚順番どおり手渡せば自分で着ることができるなど，細やかな支援につながります。

利用者にとってＡＤＬ，特に食事と排泄の自立度を維持することは非常に重要なことです。食事も排泄も，その人なりの方法を

思い出すような工夫によって改善することがあります。

（２）必要な援助に繋げます
家族が認知障害のある利用者の「世話を焼きすぎる」ことはよくみられることですが，それは依存性を増大させ，自尊心も失わ
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せることにつながる可能性があります。
失行などにより，一部，行動を代行，援助，介助をする必要があるかもしれませんが，その人ができる限り長い間，できるだけ

多くの動作・活動・参加ができるような支援に繋げます。

（３）感情面へ対応します
ケアの目的は，その人のできる活動をできるだけ把握して維持し，精神的負担，ストレスを少なくすることです。
認知症の１０～２５％はうつ状態にあり，認知の症状より早く現れる場合があります。認知症のほとんどすべての高齢者に，あ

る時期行動の問題がみられます。認知症の人の多くは，妄想症を含めて幻覚や妄想，あるいはその両方がみられます。このため，

認知障害による記憶障害などの症状，行動障害にともなう感情的な面について，家族も含め，専門医との話し合いや，カウンセリ

ングによって十分に対応することが重要です。

（４）家族支援を行ないます
アセスメントで得た情報は，本人と家族とともに行動や能力，家族の役割について現実的な評価をして対応します。
認知障害が重症の場合，家族は「自宅での生活は無理」「危ないから外に出さない」とか，極端な選択しか残されていないと感

じることがあります

必要なことは，家族に対し，症状の経過や予後，認知症であればどの段階にあるか，などの情報を提供することです。
① 今後予想されること
② 残された記憶や判断力に対して，どのような援助をすればよいか
③ 症状に関すること
④ さまざまな周辺症状に対する治療やケアの可能性
⑤ 血管性認知症の場合家族は，更なる悪化を防ぐための方法
⑥ 介護者の健康管理

（５）介護者のストレスを最小限にする
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本人への支援も重要ですが，介護する家族も，大きなストレスになりやすいため，認知障害に合わせた支援や介護についての

アドバイスをするためにも本人の状況を適切ない把握することが重要です。

〇認知に関する意向
認知障害があると，どうしても本人より家族と話をすることが多くなるようですが，ケアマネジャー（ケアスタッフ）は，あくま

でも本人主体で関わることを意識しなければなりません。認知障害があるからこそ専門的関係性が重要になります。
① 想いや考えを受けとめること
② 「いろいろな人がいるんだなあ」と思うこと
③ 自分のことを自分で決める手助けをして，決めたことを尊重すること
④ 否定しないし，押し付けないこと
⑤ その人の想いに沿い適切に反応すること
⑥ 想いや感情を素直に出せるようにすること
⑦ 秘密を守ること
⑧ その人のことはその人と話し合う
ということです。特に，認知障害があっても「その人のことはその人と話し合う」ということがとても重要で，話し合うことがで

きるように工夫することが。ケアマネジャー（ケアスタッフ）の役割です。

また，認知障害があっても特別なことをする訳でなく，地域社会の中でごく普通にしている生活の状況に沿うようにし，その人の

感受性及び信念を尊重した提案をし，昔からの活動だけでなく新たな活動の提案をするなど，「認知障害があってもまだまだできる。」と

思える提案をし，意向を聴きとります。
この時の関係において，礼儀と尊重という態度は必要不可欠です。
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51

５ コミュニケーション能力

○コミュニケーション（64～67）
・コミュニケーションの障害を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

64 聴覚 補助具を調整したうえで，その聴力について確認します。

65 相手に理解させること 自らの要求，意見，日常生活での出来事を，話す，書く，手話などの方法を使って伝える

こ とができるかどうか確認します。

66 相手を理解すること 相手の言うことを理解することができるかどうか確認します（筆談，手話，点字などを含む）。

67 コミュニケーション能力の低下
（✻）

過去約３か月の間に，コミュニケーション能力の低下，悪化があるかどうか確認します。

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
コミュニケーションの障害・問題を明らかにして，専門的な検査や対処に繋げること，利用者と家族・介護者間の効果的なコミ

ュ ニケーションにことが目的です。

言語的あるいは非言語的な手段を用いて，意思，感情，思考を受け取り理解し，伝える能力です。それには，話す，聞く，読む，

書 く，身振りなどの能力が含まれます。



○アセスメント（評価）のポイント
64.聴覚︓補聴器等の補助具を調整したうえで，その聴力について確認します。老人性難聴は，両側対称性の難聴で，特に高い音

が聞き取りにくくなります。症状はゆっくりと進行し，音の識別と話している内容を理解することが困難になります。

65.相手に理解させること︓自分の要求，意見，日常生活での出来事を，話す，書く，手話などの方法を使って伝えることができ

るかどうか確認します。
66.相手を理解すること︓相手の言うことを理解することができるかどうか確認します（筆談，手話，点字などを含む）。
67.コミュニケーション能力の低下︓コミュニケーション能力の低下，悪化があるかどうか確認します。

効果的に伝達し合うことができるかどうかは，能力とは別に，身振りや指さし，抑揚をつけた口調，コミュニケーション補助具（

補 聴器など）の使用によって決まります。

また，コミュニケーションを取りたい相手がいるか，意味のある活動をしているか，コミュニケーションを取ろうとしてくれてい

る人がいるかが重要です。コミュニケーション機会の不足，加齢や認知症等の疾患，視覚障害，うつ，その他の健康上・社会上の問

題によってコミュニケーション問題が悪化します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
利用者と家族・介護者間の効果的なコミュニケーションの方法について検討します。

（１）聴力に問題がある場合
医師，言語聴覚士による正式な聴力評価をして対応します。

（２）視覚や聴覚の補助具を使用している場合（眼鏡，視覚補助具，補聴器，聴覚補助具）

常に簡単に利用できるか，きちんと作動しているか確認して対応します。

（３）理解力に問題がある場合
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能力を評価して対応します。「課題検討の手引き︓4.認知」の領域と関連して検討します。
（４）伝達能力に問題がある場合

できれば，言語聴覚士による評価を受けて対応し，①～⑤全て「課題検討の手引き︓4.認知」の領域と関連して検討します。
① 構音(語)障害（言葉を明確に出せない）
② 失語症（話し言葉や文字を理解できない，言葉を探す，文中に言葉を当てはめられない）︓軽度の場合，理解力と発語の困難

をきたし，重度の場合は，話すこと，聴くこと，読むこと，書くことに著しい支障をきたします。

④ 失行症（その言葉を知っていても，自発的に音を言葉として結びつけることが難しい）︓手探りで躊躇したように聞こえる発

声音となります。「課題検討の手引き︓4.認知」の領域と関連して検討します。

⑤ 失語︓（初期）特定の語嚢が思いつかない，複雑な会話についていけない，熟語・ことわざ・推論のような抽象的な言葉の意

味がわからない。（進行段階）言葉を見つけること，理解すること，読み書き，会話ができなくなる。（末期状態）意味あるコミ

ュニケーションがほとんどできなくなる。

（５）コミュニケーションの機会に問題がある場合
コミュニケーションの能力があっても，コミュニケーションの機会がない場合がありますので次のことを確認して検討します。

① コミュニケーションする場があるか。人が身近にいるか。
② 照明が暗い，騒音がある，プライベートな会話のできる場所がない，など環境の問題はないか。「課題検討の手引き︓13.居住

環境」と関連して検討します。

③ 会話のなかに入り込めないような社会的な環境の問題はないか。「課題検討の手引き︓6.社会との関わり」と関連して検討し

ます。

④ 言葉による虐待，ひやかしを受けていないか，あるいは話すことを押さえられていないか。「課題検討の手引き︓14.特別な状

況（高齢者虐待）」と関連して検討します。
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○視覚（68～70）
・視覚障害の状況を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

68 視覚 普段使っている，めがね，虫めがねなどを使って見ることができるかどうか確認します。

69 視覚障害 病気を原因とする視野障害，視覚の問題があるかどうか確認します。

70 視力低下（✻） 過去約３か月の間に，視力の低下，悪化があるかどうか確認します。

コミュニケーションに関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
最近視力が低下した利用者，視力を失った利用者，視力補助具などを適切に使用していなかった利用者を把握するのが目的です

。 加齢に伴い，多くの高齢者は視力が少しずつ低下します。光に過敏になったり，焦点を合わせにくくなります。また，瞳孔が

小さ
くなり，目に光が入りにくくなり，視力低下と明暗への反応が悪くなり日常生活に支障をきたします。

○アセスメント（評価）のポイント
68.視覚︓普段使っている，めがね，虫めがねなどを使って見ることができるかどうか確認します。
69.視覚障害︓病気を原因とする視野障害，視覚の問題があるかどうか確認します。



70.視力低下︓視力の低下，悪化があるかどうか確認します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
（１）視力を要する活動（読書，裁縫など）をしなくなった，手紙や薬袋を他の人に読んでもらった，家事がうまくできなくなった
（床が汚れたままになっているなど），慣れた場所でもうまく動いたり，座ったりできない，などを確認します。「課題検討の手引

き︓2.ＡＤＬ，3.ＩＡＤＬ，6.社会との関わり」と関連して検討します。

（２）病気を原因とする視野障害などは，「課題検討の手引き︓1.健康状態」と関連して検討します。

〇コミュニケーションに関する意向
治療に関することは，医療で対応するので，ケアマネジャーは，コミュニケーションの障害が影響する生活領域と関連して意向を

確認します。
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６ 社会との関わり

○関わり（71～76）
・社会との関わりと適応，社会的活動や役割，毎日の暮らしぶりを把握して対応します。

№ 情報項目 把握のポイント

71 人の関わり 人と気軽に関わっているかどうか確認します。

72 周りの人への不満・怒り 家族や友人に対して葛藤や怒りを表すかどうか確認します。

73 社会活動の悩み 社会活動への参加状況と，参加にあたって悩みがあるかどうか確認します。

74 社会活動の減少（✻） 過去約３か月の間に，社会活動への参加が減少していないか確認します。

75 日中一人の時間 日中一人でいる時間が，どの程度あるのか確認します。

76 寂しさ 寂しい思いをしているかどうか確認します。

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
社会的関係や社会的機能が少しでも変化すると，自尊心や生活の質（ＱＯＬ）が低下することがあります。
このため，特に生活が大きく変化している利用者にとって，地域で自立して生活していくためにはどのような資源や支援が必要

か を把握することが重要になります。

○アセスメント（評価）のポイント
71.人の関わり︓人と気軽に関わっているかどうか確認します。



72.周りの人への不満・怒り︓家族や友人に対して葛藤や怒りを表すかどうか確認します。
73.社会活動の悩み︓社会活動への参加状況と，参加にあたって悩みがあるかどうか確認します。
74.社会活動の減少︓過去約３か月の間に，社会活動への参加が減少していないか確認します。
75.日中一人の時間︓日中一人でいる時間が，どの程度あるのか確認します。
76.寂しさ︓寂しい思いをしているかどうか確認します。

代わりの方法や，新しい役割や活動の機会を作るために把握します。
① 孤独感や人と気軽に関わらないことが，長年の生活習慣かどうか。
② 社会的役割や社会との関わりがある場合，それらが変化したかどうか。
③ 変化の原因は何か。

身体機能や認知機能の問題，視覚や聴覚の問題，気分の変化，精神的な問題，社会的な環境の変化など。
④ 利用者が以前にもっていた役割，意欲等は何か。

回復したり，代償できる人間関係や役割，活動の構築可能性を探ります。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
社会との関わりの低下が最近始まったか，低下によって悩んでいる利用者を対象とします。昔からの問題は，その利用者の生活の

積み重ねであるため，変えることは容易ではありません。
生活習慣，信念，能力をふまえ，可能性のある活動を提案します。
また，地域の社会福祉協議会，生活支援コーディネーターなどによって構築された社会活動を活用したり，利用者に必要と思われ

る活動のコディネートを依頼する等，地域福祉活動の機会，活動の幅が広がるよう支援します。
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○気分（77～85）
・心理的に課題があると，さまざまな生活障害を伴います。気分や行動の問題があるどうか把握して対応します。

№ 情報項目 把握のポイント

77 不安心配 不安や心配事があるかどうか確認します。また，次の様子がみられることがないかどうか

確 認します。

□落ち着きがない □緊張している □過敏 □疲れやすい □集中できない □心が空白 になる

□易刺激性（ささいなことをきっかけにして周囲に対して不機嫌な態度で反応しや すい状

態のこと） □筋肉の緊張 □睡眠障害 等

78 悲しみ 悲しみを感じているかどうか確認します。

79 落ち込み 気分の落ち込みがないかどうか確認します。

80 怒り 怒りがみられるかどうか確認します。

81 体調不良の訴え 体調不良の訴えがあるかどうか確認します。

82 涙もろい 涙もろい状態にあるかどうか確認します。

83 興味活動の減少 それまで楽しんできた活動に参加しなくなる，家族・友人と過ごさなくなるようなことな

ど があったかどうか確認します。

84 社会交流の減少 話さなくなる，孤立するようになるなどがあったかどうか確認します。

85 気分の低下 気分の低下があるかどうか確認します。
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社会との関わりに関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
不安やうつ状態にある利用者を把握し，治療やケアの可能性を検討して対応することになります。

生活に重大な影響のあるうつや不安があれば，専門医に相談して対応します。

「うつ」は一過性から急性，慢性までの，軽度の判断力の低下から自殺企図まで，広く捉えた用語です。感情や身体，認知的な症

状が現れる可能性があります。

① 病気や機能低下がある高齢者はうつになりやすい。
② うつと不安は同時に現れることが多い。
③ 高齢者のうつと不安を把握することは難しい

。 ア 高齢者は，うつや不安を否定しがち

イ 高齢者は，うつや不安を身体的な問題と間違ってとらえが

ち ウ 高齢者は，薬によってうつや不安の症状がでる場合があ

る エ 認知症は，うつや不安の対応を複雑にする

不安は，生活機能の支障となるような心配があったり，不安定な状態です。
以下の症状に苦しんでいる場合には，まずは，時間を作り，黙って話を聞き，必要に応じて専門医等に相談して対応します。



○アセスメント（評価）のポイント
77.不安心配︓不安や心配事があるかどうか確認します。
落ち着きがない，緊張している，過敏，疲れやすい，集中できない，心が空白になる，易刺激性（ささいなことをきっかけにし

て周囲に対して不機嫌な態度で反応しやすい状態のこと），筋肉の緊張，睡眠障害 等

78.悲しみ︓悲しみを感じているかどうか確認します。
79.落ち込み︓気分の落ち込みがないかどうか確認します。
80.怒り︓怒りがみられるかどうか確認します。
81.体調不良の訴え︓体調不良の訴えがあるかどうか確認します。
82.涙もろい︓涙もろい状態にあるかどうか確認します。
83.興味活動の減少︓それまで楽しんできた活動に参加しなくなる，家族・友人と過ごさなくなるようなことなどがあったかどう

か確認します。

84.社会交流の減少︓話さなくなる，孤立するようになるなどがあったかどうか確認します。
85.気分の悪化︓気分の低下・悪化があるかどうか確認します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
うつと不安の原因把握

（１）身体，社会的状況を把握します
健康問題，家族問題，経済問題，虐待問題，喪失体験，転居 など

（２）病気や機能低下を把握します
症状の重さ，症状の持続時間，症状の進行，自殺の兆候︓（例え，たわいないように聞こえても･･･自死念慮），精神病的症状，
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身体的症状がないのに寝たきりになったり，他人との会話を避ける等の生活上の変化，アルコールの乱用，食欲低下，食事や水分

量の減少，体重減少，症状に気づいて対応しているか

〇社会との関わりに関する意向
１ 社会との関わり

社会との関わりと適応，社会的活動や役割については，その人の今まで培ってきた人間関係，信条や生活習慣が関係しますの

で，介護保険のサービスに限定することなく幅広く提案して尊重します。

２ うつと不安
精神的，心理的な課題をかかえていると思われる場合は，時間を作り，黙って話を聞くことが重要です。デリケートな対応が必

要とされるので，傾聴や共感という，ケースワーク関係の基本的対応にとらわれず，まず「黙って聞く」ことが必要な対応です。

ケアマネジャー（ケアスタッフ）は，「何かしなければならない」という使命感からなのか，聴くことよりも「どうしたのですか

︖何かあったのですか︖困ったことはないですか︖痛くないですか︖いつごろからですか︖」…など，質問をし過ぎてしまうこ

とがあるので十分に気を付けます。「受容」「受けとめる」ということはどういう関わりなのか考えた上で意向を確認します。
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７ 排尿・排便

○失禁（86～89）
・排泄の状況ではなく，失禁の状態（コントロールの状況）を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

86 尿失禁 排尿をコントロールできているかどうか，また，尿失禁の状態について確認します。
□腹圧性尿失禁 □切迫性尿失禁 □溢流性尿失禁 □機能性尿失禁 等

87 おむつ使用 おむつ，パッドなどの使用状況について確認します。

88 尿カテーテル使用 尿カテーテルの使用の有無について確認します。

89 便失禁等 排便をコントロールできているかどうか，また，便失禁の状態について確認します。
□便失禁 □便秘 □便が詰まる □下痢 □排便習慣の変化 等

排泄のコントロールに関する意向
（本人）
（家族）
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アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
１ 多くの高齢者の尿失禁は治せるものであり，大幅な改善が可能な場合があります。その方法は，薬剤の使用，運動，排尿訓練

， 居住環境の改善，手術などがあります。回復可能な失禁の原因を把握し，可能な対処方法を検討するためにコントロールの状

況を 把握します。

尿失禁は，適切な方法での排尿のコントロールができない状況です。尿失禁は，皮膚の発疹，浸軟，褥瘡，転倒や社会的孤立

な どに影響があります。また，尿失禁は介護負担を重くするため，在宅生活を続けることが難しくなる場合がありま
す。

２ 腸の機能および消化器系の疾患の問題を評価し対応します。
成人の９割は，多くて１日に３回， 少なくても週に３回排便があります。これ以外でも異常とは言えませんが，在宅の高齢者

に便秘は多く，洋風化された食生活では加工品が多くなり食物繊維が少なく便秘を起こしやすい環境にあります。

また，下剤への過剰な依存もあり，便通が活発になったり消失するのには多くの原因がありますが，便秘は逆説的に下痢をも

た らすことがあります。

○アセスメント（評価）のポイント
86.尿失禁︓排尿をコントロールできているかどうか，また，尿失禁の状態について確認します。腹圧性尿失禁，切迫性尿失禁，

溢流性尿失禁，機能性尿失禁など。
87.おむつ使用︓おむつ，パッドなどの使用状況について確認します。
88.尿カテーテル使用︓尿カテーテルの使用の有無について確認します。
89.便失禁等︓排便をコントロールできているかどうか，また，便失禁の状態について確認します。便失禁，便秘，便が詰まる，

下痢，排便習慣の変化など。



「課題検討の手引き︓1.健康状態（病気，症状），2.ＡＤＬ，4.認知など」の状況と関連させて確認し把握します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
１「高齢者だから尿失禁はしょうがないこと」という誤った考えを捨て去り，尿失禁は治せるものであり，大幅な改善が可能だと

いうことを前提に，得られた情報から検討します。

観察管理の必要な病気の状況から，尿を蓄えたり放出する膀胱，適切に開閉できる尿道に問題がある場合（尿路系の要因）。脊

髄や末梢神経に問題がある場合（神経の要因）。ＡＤＬ，認知の情報から，間に合うようにトイレに移動し，排泄するために（援助 を

受けて）衣服を調節する，適切な場所で排尿する必要性を認識すること，そのようにしようとすることに問題がある場合などを

把握して，その原因を取除く，もしくは補う方法を検討します。また，留置カテーテルの必要性については主治医に確認して対応

します（身体，認知，意欲の要因）。
２ 便失禁原因を，観察管理の必要な病気，痛み，症状などから把握し，予防対応を検討します。

〇排泄のコントロールに関する意向
プライバシー，羞恥心に十分は配慮して確認する必要があります。また，失禁は加齢にともなう仕方がないことでもなく，失禁の

原因は一つでなく様々な原因があること，そもそも，トイレに行けないことが大きな原因であることを伝え，解決のための，治療，

服薬，運動，手助けなどの様々な提案をすることが，意向を把握するには重要なことです。
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８ 褥瘡・皮膚の問題

○皮膚・褥瘡（90～93）
・皮膚の状態を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

90 皮膚の問題 皮膚の状態に問題があるかどうか，また，変化の有無について確認します。

91 褥瘡 褥瘡の状況・程度について確認します。

92 褥瘡の既往 過去に１度でも褥瘡があったかどうか確認します。

93 皮膚のケア 抗生剤やガーゼなどの使用，手術創の手当てなどの医療的ケアの必要があるかどうか確認し

ます。

褥瘡・皮膚の問題に関する意向
（本人）
（家族）
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アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
褥瘡は，短期間の強い圧迫や長期間にわたる弱い圧迫がかかることによって生じる皮膚や皮膚下の組織，骨の突出部分を覆ってい

る筋肉の局所性の損傷および壊死です。

在宅ケアにおいて，褥瘡の予防は重要な課題です。いったん褥瘡が現われると大変な苦痛を伴い，治るのに長期間にわたる大き

な 努力を要し，死亡を含めて重大な合併症が発生する可能性があります。ので，皮膚損傷の危険のある利用者を把握し，その予防

と治 療のためのケアを検討して対応することが目的です。

○アセスメント（評価）のポイント
90.皮膚の問題︓皮膚の状態に問題があるかどうか，また，変化の有無について確認します。
91.褥瘡︓褥瘡の状況・程度について確認します。
92.褥瘡の既往︓過去に１度でも褥瘡があったかどうか確認します。
93.皮膚のケア︓抗生剤やガーゼなどの使用，手術創の手当てなどの医療的ケアの必要があるかどうか確認します。

また，ＡＤＬの，寝返りに介助が必要か，失禁の，便失禁があるかなど，他の領域の状況も確認します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
原因を把握して，予防し，訪問看護など，医療的な対応の必要性把握して対応します。
身体の位置を変えたり，調整する能力が低下したり出来なくなっている，身体的な活動が減少している，尿あるいは便の失禁，

圧 迫の不快感に気づいても，それを避ける対応ができない，栄養摂取量の不足，圧迫，皮膚がすれる，２つの皮膚層がずれ，逆の

方向 にひっぱられる，過剰な湿度，病気（末梢血管障害，浮腫，糖尿病，感覚障害），薬剤，身体の抑制，貧血，低体重，喫煙など

につ
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いて，「課題検討の手引き︓1.観察管理の必要な病気，薬剤，2.ＡＤＬ，4.認知，7.失禁，10.食事摂取，12.介護力，13.居住環境

など」と関連させて検討します。

〇褥瘡・皮膚の問題に関する意向
褥瘡・皮膚の問題に関しては，予防的，医療的の方法を伝え，意向も重要ですが，一旦褥瘡ができてしまってからでは遅いので，

必要性を主に対応します。
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９ 口腔衛生

○口腔ケア（94）
・口腔の問題を明らかにします。

№ 情報項目 把握のポイント

94 口腔状態の問題 咀しゃく，歯みがきや入れ歯の手入れに問題があるかどうか，食事中に口の中が「乾いてい

る」と感じるかどうか確認します。

口腔衛生に関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
口腔の問題は進行しやすく，放置すれば痛みが発生し，外科的処置が必要になります。全身疾患が，口腔の症状として現われる

こ ともあるため，口腔の症状は口腔以外の疾患を示していることもあります。このため口腔の不快感や障害の訴えがあれば，全身

の総 合的な検査を要する場合があります。

口腔には３つの基本機能があります。①咀嚼と嚥下，②コミュニケーション，③外部の病原体や毒物から身体を守ることです。

ま た，外見，対人関係にも影響するため，生活の質（ＱＯＬ）にも関係しますので，痛みがあったり，食事摂取や発声の障害，栄

養不 良，自尊心や食事の楽しみを阻害する口腔問題を把握して対応することが情報収集の目的です。

○アセスメント（評価）のポイント



94.口腔状態の問題︓咀しゃく，歯みがきや入れ歯の手入れに問題があるかどうか，食事中に口の中が「乾いている」と感じるか

どうか確認します。

咀嚼に支障があるか，嚥下に支障があるか，食事中に口の中が「かわいている」と感じるか，歯みがきや入れ歯みがきに問題があ

るかを確認することがポイントです。

「課題検討の手引き︓1.健康状態，2.ＡＤＬの整容など」と関連させて確認します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
口腔問題の原因を把握して対応します。
歯科受診が困難である，経済的に余裕がない，視力が低下している，手先が不器用，口腔生理機能が低下している，口腔疾患や口

腔ケアに対する関心がない，口腔疾患がある（歯周病，虫歯，口腔（粘膜）疾患，口腔の乾燥，嗅覚・味覚の異常，咀嚼・嚥下困難

， 顔面痛），特に口腔疾患については，主治医及び歯科医からの指示，「課題検討の手引き︓1.健康状態︓観察管理の必要な病気，2.Ａ

ＤＬ︓整容」などと関連させて検討します。

〇口腔衛生に関する意向
口腔衛生においても，本人もしくは家族が「高齢だからしょうがない。」と，半ば諦めていう場合がありますが，口腔ケアの重要

性，訪問歯科の方法などを伝えた上で意向を確認します。
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１０ 食事摂取

○栄養・水分摂取（95～101）
・意図しない体重減少を明らかにします。

№ 情報項目 把握のポイント

95 極端な体重減少 体重減少率について確認します。
□１か月の間に５％の体重減少があったかどうか
□３か月の間に 10％の体重減少があったかどうか

96 栄養不良 極端な栄養不良があるかどうか確認します。

97 極端な体重増加・肥満 通常生活に支障のある肥満，呼吸障害があるかどうか確認します。

98 食事量，回数の不足 食事の回数について確認します。
食事回数が，１日２回（２食）以下の場合は，十分な量が摂れているかどうか把握します。

99 食事摂取の減少 間食も含めた 24時間の摂取量が減っていないかどうか確認します。

100 水分不足 24時間の摂取量が減っていないかどうか確認します。

101 経管栄養，胃ろう 24時間の摂取量が減っていないかどうか確認します。

102 嚥下問題 飲み込む能力に障害や支障があるかどうか確認します。

食事摂取に関する意向
（本人）
（家族）
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アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
良好な栄養状態は，在宅で暮らす高齢者にとって重要なことです。栄養状態に問題があると，さまざまな疾患や身体的，精神的

， 社会的機能低下の原因にも結果にもなります。
栄養不良や，栄養問題の悪化する危険性がある高齢者を把握して対応することが目的です。

○アセスメント（評価）のポイント
食事制限や栄養不足，血液検査の結果に基づく対応など病状に関することは医療の役割です。観察管理が必要な病気から把握し

ま す。

ケアマネジャー（ケアスタッフ）は，アセスメントのための情報収集，通常のモニタリングをする上で必要なポイントが次のと

お りです。

95.極端な体重減少︓１か月の間に５％の体重減少，３か月もしくは半年の間に 10％の体重減少
96.栄養不良︓極端な栄養不良。低栄養・やせすぎ，カロリー過多など
97.極端な体重増加・肥満︓１か月の間に５％の体重増加，３か月もしくは半年の間に 10％の体重増加，通常生活に支障のある肥

満，呼吸障害があるかどうか。

98.食事量，回数の不足︓食事回数が，１日２回（２食）以下の場合は，十分な量が摂れているかどうか把握します。
99.食事摂取の減少︓間食も含めた 24時間の摂取量が減っていないかどうか確認します。
100.水分不足︓24時間の摂取量が減っていないかどうか確認します。
101.経管栄養，胃ろう︓24時間の摂取量が減っていないかどうか確認します。
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また，そのことによる生活の支障を把握します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
栄養障害による，病気や身体的，精神的，社会的機能低下の予防について検討し，利用者，家族の意思決定を支援します。
極端な体重減少，体重増加があれば，食事内容，食事回数，食事量，「課題検討の手引き︓1.健康状態︓病気，薬，2.ＡＤＬ︓機

能低下，6.社会との関わり︓生活環境，うつと不安」などと関連させて検討します。

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
咀嚼・嚥下の問題は，栄養障害とも関係します。
食事や水分摂取を阻害し，著しい栄養障害をもたらし，食物や水分を肺に吸い込む危険性があります。

○アセスメント（評価）のポイント
102.嚥下問題︓飲み込む能力に，障害や支障があるかどうか確認します。

「課題検討の手引き︓1.健康状態︓観察管理が必要な病気，症状，痛み」などと関連して把握します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
口腔の問題の原因が歯科医や医師，言語聴覚士によって解決するまで，ゆっくりかむ，嚥下を助けるために水分を増やす，柔ら

か い食べ物にする，噛むたびに少しずつ複数回飲み込む，咳をした後に飲み込むなどの対応を利用者本人，家族に勧め，栄養状態

，食
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事摂取の状態を維持できるように支援します。

〇食事摂取に関する意向
食事摂取に関する問題は，病気や障害だけが原因ではなく，在宅生活を送るうえで利用者本人の嗜好，生活習慣，想いなどが大き

く影響します。
健康生活のための方法，リスクを説明，提案して意向をとらえます。



74

１１ 問題行動（行動障害）

○行動障害（103～108）
・行動を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

103 迷うこと 屋内・屋外で迷うことがあるかどうか確認します。

104 怒ること（言動） 怒って大きい声を出すことがあるかどうか確認します。

105 怒ること（行動） 怒りを表す行動があるかどうか確認します。

106 混乱する行動 音，騒々しい音を出す，自傷行為，ものをかき回す，同じ行動を繰り返す，ものを集める

な どの行動があるかどうか確認します。

107 ケアを嫌がる，断る 介護や支援を嫌がったり，断ったりすることがあるかどうか確認します。

108 行動障害の悪化（✻） 過去約３か月の間に，行動障害の悪化がみられたかどうか確認します。

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
行動障害のある利用者を把握し，原因とその解決策を検討しますが，行動障害は改善されたとしても，行動を制限してしまって

い る可能性のあるケアを受けている利用者を把握して対応することが目的です。

行動障害の原因はすべて認知障害とは限りません。その他の病気や障害，心理的なこと，ケアスタッフの対応，環境や生活習慣

な ど様々です。
また，行動障害は，本人，家族や周りの人にとっての悩みや問題になる場合があります。行動障害のある利用者との関わりは難し



いため，過剰な抑制や向精神薬が使われることがあります。

○アセスメント（評価）のポイント
高齢者支援の分野で，未だに「問題行動」という言葉が使われていることが大変悲しいことです。「問題行動」と言うと，どうし

ても「高齢者に問題がある」と捉えられ，「問題老人」のように思われてしまいます。

ケアマネジャー（ケアスタッフ）は，なんらかの生活の支障がある高齢の利用者が支援の対象なので，高齢のその人に問題がある

のではなく，「高齢のその人が抱える病気や障害，もしくは関わる周りの人や環境に問題がある。」と理解して関わることが専門性で

あり役割です。

認知障害や精神障害などが原因だと「行動障害」となりますが，環境や関わる人に問題がある場合は何障害と言えばいいのでしょ

う︖言葉の使い方も同様に，高齢のその人に問題があるような言葉，できるだけ失礼にならないような言葉にしました。

103.迷うこと︓屋内・屋外で迷うことがあるかどうか確認します。
104.怒ること（言動）︓怒って大きい声を出すことがあるかどうか確認します。
105.怒ること（行動）︓怒りを表す行動があるかどうか確認します。
106.混乱する行動︓音，騒々しい音を出す，自傷行為，ものをかき回す，同じ行動を繰り返す，ものを集めるなどの行動があるか

どうか確認します。

107.ケアを嫌がる，断る︓介護や支援を嫌がったり，断ったりすることがあるかどうか確認します。
108.行動障害の悪化︓行動障害の悪化がみられたかどうか確認します。

それぞれ，昔は，①徘徊，②③暴行もしくは暴れる，暴言もしくは暴言を吐く，④常同行動，不穏，興奮，収集癖，帰宅願望など，
⑤介護拒否，など酷い言い方をしていたという反省と自戒です。
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○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
行動障害の中には本人や周囲にとって，危険にも悩みの種にもならないものもあります。たとえば，幻覚と妄想（精神疾患やせん

妄のような急性症状でないもの）は問題にならないことが多く，そのままの環境で対処できるかもしれません（たとえば，周りが認

める，受け入れられるなど）。このため，利用者の行動障害が「問題」かどうかを把握することが重要になります。行動の性質と重

症度，その影響を把握する必要があるということです。

ケアマネジャー（ケアスタッフ）は，行動障害の原因となる病気や障害の理解が必要です。主な認知症（アルツハイマー病，レビ

ー小体病，前頭側頭葉変性症，パーキンソン関連疾患など）や高次脳機能障害などの中核症状と周辺症状，統合失調症，双極性障害，

うつ病，人格障害，知的障害，自閉症などの基礎知識が必要です。

家族は専門職ではなく身近すぎる存在なのでしょうがないとしても，高齢者支援の専門職であるケアマネジャー（ケアスタッフ）

が，障害の理解が不足していると，「関わる専門職の問題行動」になってしまいます。
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○向精神薬（109～112）
・行動障害と向精神薬との関連性を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

109 抗精神病薬 服用しているかどうかを確認します。

110 抗不安薬 服用しているかどうかを確認します。

111 抗うつ薬 服用しているかどうかを確認します。

112 催眠薬 服用しているかどうかを確認します。

行動障害に関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
精神科で使用される向精神薬は，精神に作用し，効果が強く，副作用も強い大変怖い薬です。行動障害を抑制するために処方さ

れ たり，向精神薬を服用しているために行動障害が起きることがあります。

また，行動障害が治まったとしても，その副作用でＡＤＬが低下したり意識の混濁，傾眠，食欲減退，ふらつきなどの新たな問題

につながることがある重要な把握ポイントです。

○アセスメント（評価）のポイント
109.抗精神病薬，110.抗不安薬，111.抗うつ薬，112.催眠薬を服用しているかどうかを確認し，行動障害との関連性を確認し



ます。

詳細は「1.健康状態︔向精神薬」を参照

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
行動障害は，急性の病気，認知症，精神病的な状態と関連することがあります。
処方されている向精神薬との関連性を確認します。「1.健康状態︓医師による薬の「管理，服薬状況，1-4.薬剤管理と効果，1-5.

向精神薬」

〇行動障害に関する意向
行動障害のある利用者本人から意向を得るのは容易ではありません。その状況を受けとめ，原因を注意深く検討します。
家族にとっては，気の休まらない悩みとなることがあり，出来る範囲で「その人が，ではなく，その人の病気や障害がそうさせ

て いるということ」をお伝えし，どういう障害なのかという情報を伝えたり，昔からなのか，ある時期からなのか，きっかけやエ

ピソ ードがあったのかのど，一緒に考えたうえで，前向きな意向につながるよう努めます。

向精神薬とは
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抗精神病薬︓精神機能や行動，経験に影響する薬。神経系に作用する

抗不安薬︓不安を取り除いたり，軽くしたりする薬
抗うつ薬︓うつの症状を軽くしたり，うつを取り除いたりする薬
催眠薬︓痛みの感覚を鈍らせる薬。鎮静薬，鎮痛薬，麻酔薬，酔わせる物質）
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１２ 介護力

○介護力（113～118）
・インフォーマルな支援体制を評価します。家族，親戚，友人，近所の人など，定期的に，もしくは何かあったときに対応している人

を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

113 介護者（氏名・続柄） 主介護者と副介護者について確認します。また，同居しているかどうかも確認します。

114 支援の分野（ＡＤＬ，ＩＡＤＬ

， 精神的支援等）

支援の分野とその内容について確認します

115 介護者が介護量を増やすことの

可能性

介護者に介護量を増やす意思があるかどうか，また，それが可能かどうか確認します。

116 介護者が介護を続けられる可能

性

介護者が，介護，支援を続けることができるかどうか確認します。

117 介護者の周りの人に対する不満 （介護者が︖）家族や友人からの支援に満足しているかどうか確認します。

118 介護者のストレス・負担 介護者が，ストレスや怒り，憂うつな気分を感じているか，表しているかどうか確認します
。

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
介護力は，介護負担を軽くすることが目的ではありません。

確かに，家族あっての在宅生活という側面がありますが，介護保険は「要介護状態になっても住み慣れた地域，住み慣れた自宅で住



み続けることができるよう支援することです。家族の介護負担が軽く，余裕をもって関わることができれば，養介護の高齢者は自宅

で住み続けやすいということです。

介護環境は，家庭によって環境が様々です。家庭介護が負担なくできているのか，関わっている家族のうち誰に負担がかかり，介

護が続けられなくなる可能性があるかを把握するのは簡単ではありません。

古い日本の家制度を引きずって言われてきた，介護は家族が担う，担うべき，という考えはまだ残っているかもしれませんが，現

在は「高齢者障害者の介護は社会が負担するもの」という意識になっています。

人にはそれぞれの考え方，慣習があるので一概には言えませんが，「その人の介護のために，介護者が自分の人生を犠牲にする」

ということが美徳の時代は終わり，介護は公的に担うものであり，「介護離職ゼロ」という言葉まで登場し使われるようになりまし

た。

介護が必要な高齢者への介護は，家族でも介護保険のサービス事業者でも，誰がおこなっても良いのです。

○アセスメント（評価）のポイント
把握すべきポイントは，①高齢者の現在の介護状態と，介護量の増加，②介護者の現在の状態と，介護者の健康状態等の変化，③

今までの高齢者と介護者の間の関係，愛情，④介護者が予測していた高齢者の変化，予測していなかった変化，⑤介護の役割を分担

できる在宅サービスがあるかなどです。

113.介護者（氏名・続柄）︓主介護者と副介護者について確認します。また，同居しているかどうかも確認します。
114.支援の分野（ＡＤＬ，ＩＡＤＬ，精神的支援等）︓支援の分野とその内容について確認します
115.介護者が介護量を増やすことの可能性︓介護者に介護量を増やす意思があるかどうか，また，それが可能かどうか確認しま

す。

116.介護者が介護を続けられる可能性︓介護者が，介護，支援を続けることができるかどうか確認します。
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117.介護者の周りの人に対する不満︓介護者が家族や友人からの支援に満足しているかどうか確認します。
118.介護者のストレス・負担︓介護者が，ストレスや怒り，憂うつな気分を感じているか，表しているかどうか確認します。

家族等の介護は，高齢者の将来の見通しがたたなくなったり，死期が近づいたり，新たな病気や怪我が発症した時に，重い負担が

かかることになります。介護者の介護負担は，介護の責任が重く複雑になったときに起こります。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
介護力の問題を整理します。

（１）ケアを適切に提供できない家族を把握して検討します。
（２）なぜ家族は対応できないのか，どのＡＤＬや精神的支援・介護が負担になっている

のかを把握して検討します。「課題検討の手引き︓1.健康状態︓観察管理が必要な病気，2.ＡＤＬ︓家族意識，3.ＩＡＤＬ，4.

認知障害︓失行・失認・失語など，5.コミュニケーション，社会との関わり，7.失禁，11.行動障害，14.特別な状況︓虐待，

ターミナル」などと関連させて検討します。

（３）改善可能な介護状況，あるいは家族の代りにできる介護を把握することです。「課題検討の手引き︓2.ＡＤＬの改善と支援，
2.認知」などと関連させ，介護保険サービス，介護保険以外のサービスなど幅広く検討します。
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○同居者（119，120）
・施設入所の可能性・必要性を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

119 同居者の増減（✻） 過去約３か月の間に，同居者が増減はあるかどうかを確認します。

120 施設入所についての同居者の意

向

同居者は，居宅に住み続けるのではなく，施設に入ったほうがよいと思っているかどうか確

認します。

介護力に関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
施設入所の可能性必要性について把握することが目的です。

○アセスメント（評価）のポイント
最近，同居者の増減があったかどうかを確認します。
同居者は，居宅に住み続けるのではなく，施設に入ったほうがよいと思っているかどうか確認します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
住み慣れた地域，住み慣れた自宅での生活を続けられるように支援するのが，ケアマネジャー（ケアスタッフ）の役割であり，安



易に自宅は無理と判断しないことですが，利用者及びその世帯により状況は様々です。

119.同居者の増減︓同居者が増減はあるかどうかを確認します。
120.施設入所についての同居者の意向︓同居者は，居宅に住み続けるのではなく，施設に入ったほうがよいと思っているかどうか

確認します。

介護家族，同居家族が減る，要介護者の家族が自宅での介護が難しかったり，家族，本人が施設利用を考えている場合があります。

介護者の減少だけでなく，「1.健康状態︓神経疾患，入退院，2.ＡＤＬ︓支障あり，低下，外出しない，3.ＩＡＤＬ︓ほとんどし

ない，4.認知︓認知障害，せん妄」などと関連させて検討します。

〇介護力に関する意向
利用者本人の意識と家族の意向が一致しない場合がよくあります。
また，ケアプランに反映させる場合，どちらの意向を尊重して記載すべきか悩むこともあります。
ケアマネジャーは（ケアスタッフ）は，本人よりも家族の意向を尊重し，家族とばかり話し合いをしてしまうことがあり，利用者

本人から批判される場合があるというのも事実です。しかし，居宅介護支援はあくまでも本人支援です。

利用者本人のことなので本人と話し合い，本人が自宅で住み続けることができるための居宅介護支援である，ということを忘れて

はいけません。

本人にしても，家族にしても，前向きな意向をとらえて対応します。
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１３ 居住環境（生活環境）

○居住環境（121）
・居住環境について，危険性がないかどうか，住めなくなっているかどうかを把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

121 身体状態から見た居住環境問題 本人の身体障害の状況からみた，生活上の支障の有無を確認します。
□照明 □床の状態 □浴室・トイレ □台所 □暖房や空調 □身の安全 □玄関・玄関

先 □部屋の出入り □生活の動線上にある段差 □介護環境 等

居住環境に関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
自宅での転倒の大部分は住環境に原因があり，住環境を適切に改善することにより転倒を防ぎ，転倒による障害を減らすことが

で きます。

また，障害を補い，ＡＤＬの自立度や生活の質（QOL）が高まる可能性があります。標準的な家屋の多くは元気な人を対象に造ら

れ，虚弱な高齢者向けでないため，住環境そのものが危険なこともありますのでその環境を評価し対応します。

○アセスメント（評価）のポイント



121.身体状態から見た居住環境問題︓手すりがついているか，段差があるかという建物の状況ではなく，本人の身体障害の状況か

らみた，生活上の支障の有無を確認します。照明，床の状態，浴室・トイレ，台所，暖房や空調，身の安全，玄関・玄関先，部

屋の出入り，生活の動線上にある段差などです。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
居住環境の不具合が原因の生活の支障を捉えて検討し対応します。
「課題検討の手引き︓2.ＡＤＬ障害と居住環境，3.ⅠＡＤＬ障害と居住環境」などと関連させて検討します。

その他、自立生活を阻害する要因がないかを把握し対応します。

〇居住環境に関する意向
身の回りのことが自立できるかどうかは，身体能力の改善（回復）だけでなく，用具を使ったり，住環境を変えたり，家具を工夫

したりすることにも関係します。

極端な例ですが，長距離の移動が出来なくても，自動車を使えばできるということだったり，階段で２階に上れなくてもエレベー

ターを使えば 2階に上がれるなど，身体に障害があっても環境を変えることで自立できるという可能性を提案し意向を確認します。
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１４ 特別な状況

○虐待（122～126）
・虐待状況を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

122 家族・介護者に対する恐れ 介護をしてもらっている家族やケアのスタッフを怖がっている様子がみられるかどうか確

認します。

123 劣悪な衛生状態 衛生状態が“異常”に悪いかどうか確認します。

124 不明な怪我，骨折，火傷 説明のつかない傷などがあるかどうか確認します。

125 放置，暴力，搾取等 介護の必要があるにもかかわらず，適切に対応されていない場合がないかどうか確認しま

す。

126 身体抑制 四肢の抑制，ベッド柵の過度な使用，いすに固定されているなどの状況がないかどうか確認

します。

虐待に関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
虐待や放置を受けている高齢者，または虐待の危険性を把握し，即時の対応が必要かどうかの状況を判断します。



また，「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき，高齢者虐待を発見した場合には市町村・地

域包括支援センターに（迷わず）通報します。

下記のとおり，高齢者虐待が起こりやすいということを前提に，虐待の有無を確認します。
① 高齢者の身体障害，認知障害により，自分の身を守ることがむずかしくなる場合がある。
② 高齢者が虐待者への依存する場合がある。
③ 虐待を受けている高齢者へ，虐待をしている人が依存（特に経済的援助を受けるなど）している場合がある。
④ 虐待者をする家族などに，精神的状況（薬物乱用や精神疾患の既往など）の問題がある場合がある。
⑤ 多問題を抱え，高齢者本人を含め，家族が社会的に孤立する場合がある。
高齢者虐待とは︓近年，高齢者の虐待について関心が高まっていますが，問題は十分に理解されているとは言えません。多様な状

態を包括する定義は「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」により明文化されましたが，すべてを包括

するものではありません。高齢者の虐待には遂行（虐待）または放置（無視）があり，故意に苦痛を与えようとした場合と介護者あ

るいは虐待者の不十分な知識，燃え尽き，怠惰から無意識に苦痛を与えてしまう場合とがあります

また，「新たな適応力を必要とする新たな生活様式の変化（ストレスとなる生活上の出来事）」と「暴力の既往」の２つの要因は子

供や夫婦間の虐待に関連することわかっていますが，高齢者の虐待との関連は今のところ明らかではありません。しかし，このこと

はアセスメントをする上で考慮する必要があります。

○アセスメント（評価）のポイント
122.家族・介護者に対する恐れ︓介護をしてもらっている家族やケアのスタッフを怖がっている様子がみられるかどうか確認し

ます。
123.劣悪な衛生状態︓衛生状態が“異常”に悪いかどうか確認します。
124.不明な怪我，骨折，火傷︓説明のつかない傷などがあるかどうか確認します。
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125.放置，暴力，搾取等︓介護の必要があるにもかかわらず，適切に対応されていない場合がないかどうか確認します。
126.身体抑制︓四肢の抑制，ベッド柵の過度な使用，いすに固定されているなどの状況がないかどうか確認します。

虐待や放置，搾取を判断するためには，その頻度，継続時間，激しさ，重大性，結果を把握し検討します。
また，虐待を受けている利用者自身の認識，つまり本人がその行動を虐待としてとらえているか，それを改めるための対応を受け

入れる用意があるか，によって左右されますが，虐待をしている人も虐待されている人も，虐待と認識しているかどうかは問いませ

ん。事実があるかどうかで判断して市町村に通報します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
ケアマネジャー（ケアスタッフ）は虐待への対応をすることが役割ではありません。それは市町村（地域包括支援センター）の役

割です。

ケアマネジャー（ケアスタッフ）は，128のアセスメント情報から，本人の生活の支障（2.ＡＤＬ，4.認知障害，11.行動障害）

をふまえ，「課題検討の手引き︓12.介護力」での介護負担をとらえ，介護負担が原因となる虐待に至らないよう対応することが役割

です。

しかし，高齢者虐待にいたる原因は介護負担だけではなく，長い時間と歴史によって形成された関係性と家族問題，経済的な問

題，家族に精神障害や依存があるなど様々なので，ケアマネジャーだけで解決しようなどとは考えないことです。その勝手な関わり

が原因となり状況をされに悪化させることのないよう気を付けます。

〇高齢者虐待に関する意向
虐待があった場合，周りだけで動いでしまい，利用者本人との話し合いやどう思っているかを聞かないでしまうことがあります。

また，虐待を受けていることを認めなかったり，虐待をしている人をかばう場合があります。背景には共依存や依存など複雑な人間

88



89

関係が介在することがありますので，本人の不利益にならない方法で話し合い意向を確認することです。
まれに，虐待者が虐待を認め，自ら話すことがありますが，当然ながら，それ以外は意向を聞き取る必要はありません。
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○ターミナル（127）
・ターミナルケア、緩和ケアの状況を把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

127 ターミナル期 がんの末期，あるいは他の疾患による終末期にあるかどうか確認します。

ターミナルに関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
在宅でのターミナルケア，緩和ケアを希望する，もしくは受ける利用者に対して，介護保険だけの対応ではない，包括的ケアの

必 要性を把握して対応します。
介護保険と医療保険，その他公的・私的医療福祉制度なども活用します。
また，医療との連携が重要になるので，利用者本人と家族，主治医，病院，薬剤師，訪問看護ステーション，介護サービス事業所

などとの綿密な打ち合わせ，話し合いによる合意と役割分担による対応をします。

ターミナルケア・緩和ケアとは，末期状態にある人の広範囲なケアであり，回復を目的とした治療から，症状を緩和して残され

た 日々の生活の質（ＱＯＬ）を向上や確保するためのケアに移行して対応することです。

○アセスメント（評価）のポイント
127.ターミナル期︓がんの末期，あるいは他の疾患による終末期にあるかどうか確認します。



ターミナル期は，①末期の病気であり，余命が半年以下である②ターミナルケア・緩和ケアを受ける予定である（受けている）と

い時期です。

これは，「課題検討の手引き︓1.健康状態︓観察管理が必要な病気，12.介護力」を参照し検討します。
ターミナルケア・緩和ケアを提供するには，本人・家族が希望していること，介護者がいること，管理する医師を含めた，在宅医

療体制が整っていること，いつでも入院できる受け入れ態勢があること，などが概ねの条件となるので確認します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
ターミナル期には，治療ではない医療が必要になります。できるだけその人の意向に沿った医療対応，痛みをコントロール（緩和

） する医療対応などです。

ケアマネジャーは医療と同じことするわけでも，できるわけでもありません。出来る限り利用者の希望に沿い，一般的なケア（普

通の生活）を担当します。

しかし，痛みや病状に合わせて一般的ケアを検討することになるので，「課題検討の手引き︓1.健康状態︓観察管理が必要な病気，

痛みへの対応，症状，薬，医療機器，2.ＡＤＬ︓整容，更衣，入浴（清潔），移動，転倒防止などの支援，4.認知︓せん妄への配慮，

5.コミュニケーション支援，6.社会との関わり︓望む活動，うつと不安，焦燥への対応，7.失禁への対応，下痢と便秘，8.皮膚のケ

ア，10.栄養・食事摂取・水分補給，12.介護力︓家族支援，13.生活環境への配慮」など，全般的な情報収集，モニタリングにより

検討して対応します。
また，これらのことは本人の希望を最優先し，本人，家族，医療との話し合いと合意のうえ実施することが必須要件です。

〇ターミナルケア・緩和ケアに関する意向
ターミナルケア・緩和ケアは，出来る限り利用者の希望に沿います。
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十分な話し合い，十分なインフォームドコンセント（説明を受けた上での同意），十分なインフォームドディシジョン（説明を受

けた上での決定），サポーテッドディシジョンメイキング（意思決定支援）が求められます。本人の意向を最大限聞取り,尊重します

。 本人主体に話し合い，全員の合意（コンセンサス）の上で関わります。
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※ その他（128）
・そのほか，特記すべきことがあれば把握します。

№ 情報項目 把握のポイント

128 そのほか，気がついたことがあれば確認します。

介護や自立生活に関する全般的な意向に関する意向
（本人）
（家族）

アセスメントのポイントと目的，居宅サービス計画作成にあたっての考え方

○情報項目の目的
その他，特記すべきことがあれば対応します。

○アセスメント（評価）のポイント
128.そのほか，気がついたことがあれば確認します。

○居宅サービス計画作成にあたっての考え方
その人の生活支援を，介護保険だけ，ケアマネジャーだけで支えることができないのは当然のことです。医療であっても，支え

る ことができるのはその人の生活のごく一部にすぎません。

生活全体をアセスメントするとは言っても，ケアマネジャーは収入や借金など経済的なことまで関与する立場ではありませんし

， ましてや家族関係を修復することなどは誰にもできることではありません。
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先ずは，自立支援，権利擁護，介護支援の理念，高齢者特有の病気や障害の理解，介護保険法，介護サービス運営基準など，ケア

マネジャーとしての自分の専門分野に精通するよう努めることです。特に高齢者に多い病気や障害の理解は難関です。

その後，地域福祉，公的扶助，医療保険，社会福祉法，障害者総合支援法，生活困窮者自立支援法，精神保健福祉法など，虐待防

止法など，多分野の基礎を習得して，生活問題と出会った時に，どこの機関の誰と，どういう専門職とチームを組んで関われば良い

かという「方向性」がイメージできるようになると，利用者本人を主体とした，利用者が主体的に関わる，多職種連携による支援に

つながります。
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