
介護支援専門員実務研修

15－①章
ケアマネジメントの展開

基礎理解
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本科目の目的

ケアマネジメントは高齢者の生理、心理、

生活環境などの構造的な理解に基づいて

行われることが必要があることを理解する。
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本科目の修得目標

①ケアマネジメントを必要とする高齢者を取り巻く
背景や特性について説明できる。
②高齢者にみられる生理、心理、生活環境等の関
係性について説明できる。
③居宅サービス計画作成のためのプロセスに沿っ
て、支援にあたってのポイントについて説明できる。
④高齢者の自己決定を尊重したケアマネジメント
を実施できる。
⑤高齢者に多い代表的な疾患や症候群別ケアマ
ネジメントを学ぶことの有効性について説明できる。
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第1節 ケアマネジメントを必要とする
高齢者を取り巻く背景や特性
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１．高齢社会の進展

2020年には「団塊の世代」が75歳以上となり、
高齢者数は3619万人になると推計。高齢化率は
上昇を続け、2036年には３人に１人が高齢者とな
る見込み。

高齢者の次の社会形態は「多死社会」（高齢者
の死亡数の増加）。2040年頃がピーク。

看取りまでも見据えた多種多様なケアマネジメン
トがますます求められる。
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図１５ -① - 1 – 1  高齢化の推移と将来推計
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◇参考◇

• 2019年9月15日現在の高齢者人口は3588万人
で前年と比較して32万人増加し、過去最多

• 総人口に占める割合は28.4％で、こちらも過去
最高。平均寿命は2018年には男性が８１歳、女
性が８７歳を超えている
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第1節 ケアマネジメントを必要とする
高齢者を取り巻く背景や特性

２．家族の介護力の低下
家族形態の変化⇒高齢者と子の同居率は

1980（昭和55）年69％、2010（平成22）年に

は42％まで低下し、夫婦のみや一人暮らし

世帯が増加している

◇参考◇

2015（H27）年同居率39.0％、単身または夫婦世帯
1980（昭和55）年28.1％、2015（H27）年56.9％

7

Ｐ．４１

無断複写・転載を禁ずる



女性の社会進出が進んでいることや、「老後の暮らしは子供たち
に頼りたくない」という意識の変化などから、家族による介護は多
くを期待できない

＝高齢者の介護を社会全体で支える「介護の社会化」が求めら
れている

⇒地域包括ケアシステムの構築・実現に向けた体制づくりが急務
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３．地域包括ケアシステムへの変換と在宅医療
（１）自立支援と尊厳の保持
介護保険法（目的）第１条
〇介護保険制度の目的＝社会全体で支えるしくみの
創設

〇要介護高齢者がその選択により介護サービスを総
合的・一体的に利用し、その能力に応じて自立した
生活を送れるようにする

〇高齢者の「自立支援」が目的
〇2005（平成17）年の改正により、要介護者等の「尊
厳の保持」の法律上の明確化
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（２）地域で支援するしくみ
2014（平成26）年介護保険改正のテーマ

＝地域包括ケアシステム

「地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律」
（医療介護総合確保推進法）

2025年までに日常生活圏に構築されるよう、地域

を整備することで、支え合いや助け合いといった

生活支援を通して地域住民同士のふれあいが生ま
れ、多くの高齢者が参加する介護予防の実現が期待

される
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（３）在宅医療と介護の連携
自分らしい生活を続けるためには、疾病を抱えても、住み慣れた生活

の場で療養し、地域における医療・介護の連携と、包括的かつ継続的

な在宅医療・介護の提供が必要

◇地域支援事業の包括的支援事業に3事業追加（2018年度までに実施）

①医療に関する専門的知識を有する者が、介護事業者、居宅における

医療を提供する医療機関、その他の関係者の連携を推進する事業

（在宅医療・介護連携推進事業）

②日常生活の支援及び介護予防に係る体制の整備、その他これらを

促進する事業（生活支援体制整備事業）

③保険医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の

早期における症状悪化防止のための支援、その他の総合的な支援

を行う事業（認知症総合支援事業）
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（４）介護支援専門員の役割

介護支援専門員＝地域包括ケアシステムの要

介護支援専門員は、介護保険制度の入り口からサ

ービスの継続実施まで、制度運用の要としての役割

を担っている。（介護保険法第７条第５項）

要介護者等が最も効果的かつ効率的に保健・医療・

福祉等のフォーマルサービスやインフォーマルサポ

ートを利用できるよう、要介護者等に寄り添って活動

しなければならない。そのため、倫理性や援助の基

本姿勢が厳しく問われることになる
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第1節 ケアマネジメントを必要とする
高齢者を取り巻く背景や特性

４．介護支援専門員に必要とされる医療的視点と疾
患別ケアマネジメント

（１）在宅看取りまで含めた医療ニーズの増加

団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年に向けて、地域包括

ケアシステムの構築が本格的に始まり、大きな柱の一つが

在宅看取りまで含めた在宅医療の推進。そのため、医療ニ

ーズが高い要介護者の在宅療養が増えている

・高齢者は一つの疾患だけでなく複合的に抱えている場合

が多く、そうした状況に対応できるケアマネジメントが必要

・医療ニーズにこたえるためのケアマネジメントの重要性が

増している
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（２）医療との連携
・在宅療養における医療に関しては医師がすべての責任に
おいて指示をおこなうが、利用者の生活を支えているのは
介護支援専門員やケアチームのメンバー
・要介護者等の疾病の悪化、入院などのリスクを避けるため、
医療機関から必要な情報を入手、アセスメントをおこない、
医療的視点からもケアマネジメントをおこなう必要がある。
さらに、適切なタイミングでの主治医への情報提供も求めら
れる。
これからの介護支援専門員には医療職等との連携促進や
緊急時の適切な対応などのために疾患別ケアマネジメントを
学ぶことが喫緊の課題となっている
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◇医療的視点
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・疾患や障害が、高齢者自身や、介護する家族の生活にどのような支障をきたして
いるかを確認する。
・疾患や障害があっても、自分らしい暮らしを実現したいという意欲を支え続ける。
・疾患や障害だけをみるのではなく、生活のさまざま関係性のなかで疾患をとらえ
る視点をもつ。
・疾病や障害に対し、このまま何も手立てを講じないとどうなるか、生活上の変化を
予測する。
・疾病に加え、身体、心理、環境、人間関係の変化等が、生活に及ぼす影響を確認
する。
・疾病や障害に対する心理的配慮をしながら、高齢者の不安や焦り、諦め等の感
情を、きちんと受け止める。
・利用者の疾病や障害に対して、利用者・家族は、それぞれにどのようなニーズを
もっているかを把握する。
・利用者・家族の疾患に対する認識のズレに気づく視点をもつ。
・疾病や障害を抱えている高齢者に対し、悪化防止、予防の視点が入ったケアプラ
ンを作成する。
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ミニワーク15‐①‐1

高齢者の多くが、居宅で生活を続けるために

必要なことは何か考えましょう。

個人ワーク８分
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１．加齢と老化
（１）老化が引き起こす老年症候群

・老化とは、「成人以降に加齢に伴って身体の機能が
徐々に衰退すること」＝誰にでも起こる生命現象
・老化による身体変化とは、「運動やストレス時に必要な
予備能力の低下」
老年症候群＝加齢に伴う身体の機能が衰えることから
現れる身体的・精神的諸症状
・老年症候群による筋力の低下、動作力の低下、食欲
の低下、低栄養状態になるという悪循環を招き、要介
護状態につながる（P.48）
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（２）ケアマネジメントで老年症候群に対応する
・老年症候群による悪循環を早期に断ち切り、好循

環につなげていくことが大切

・利用者がその人らしい尊厳ある生活を送ることが

できるよう、適切なサービスを提供することが介

護支援専門員の仕事、ケアマネジメントの機能

・要介護状態になることをできる限り防ぎ（発生の

予防）、要介護状態になっても、状態がそれ以上

悪化しないようにすること（維持・改善、重度化の

予防）
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２．老化の生理的特徴

（１）運動器系の変化

・骨格を連結する関節の変形や全身の筋萎縮など

骨密度の低下、骨粗鬆症⇒骨折、関節炎、変形性膝

関節症

・筋・骨・関節の変化⇒円背や腰の湾曲など

（２）循環器系の変化

・造血機能の低下、赤血球の減少⇒疲労感や倦怠感

・血管の動脈硬化⇒高血圧、起立性低血圧

・リンパ系機能の低下⇒感染症にかかりやすい
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（３）呼吸器系の変化

・ガス交換機能の低下、血中の酸素濃度の低下

⇒息切れ

・肺機能の低下⇒呼吸器感染症

・喉頭蓋の反射低下⇒誤嚥、誤嚥性肺炎

（４）消化器系の変化

・胃酸・唾液の減少

・歯の欠損、歯肉の萎縮⇒咀嚼機能の低下

・胃壁の運動や腸の蠕動運動の低下⇒便秘や下痢

・肝機能の低下⇒薬剤の副作用
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（５）泌尿器系の変化
・腎機能の低下⇒尿のろ過機能の低下⇒多尿、頻尿
・膀胱の筋肉量の減少、収縮力の低下⇒排尿困難
・尿道の括約筋の筋力低下⇒失禁

（６）生殖器系の変化
男性＝前立腺肥大、女性＝女性ホルモンの低下

（７）内分泌系の変化
・内分泌＝ホルモンを分泌をし、身体の働きの調節、

人体の恒常性（ホメオタシス）の維持
・体温維持機能の変化や基礎代謝の変化
⇒体温の低下
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（８）脳神経系の変化
・情報の収集・処理、伝達能力の低下、反射的運動
の衰え
・脳の血流が少なくなる⇒脳機能、認知機能の低下

（９）感覚器系の変化
・平衡感覚の衰え⇒転倒しやすい
・深部感覚の衰え⇒各部位の麻痺が起こることもある
・視覚＝白内障、視野狭窄、寒色の識別困難

⇒衝突、転倒
・聴覚＝50歳代から高音域の聴力低下が起こる

⇒コミュニケーションの困難さから心への影響も
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・嗅覚＝病気の影響により衰え、嗅覚反応が鈍くなる

・味覚＝唾液量の減少や義歯などの影響により低下、

口腔乾燥や風邪、うつ病など病気による低下

（10）感覚器官の変化

・発汗や皮脂分泌の機能低下⇒乾燥、かゆみ

・皮膚弾力の低下⇒しわ、たるみ、しみ（老人斑）

・皮膚の働きの低下⇒体温調節機能の低下につながる

・触点・痛点・冷点・圧点・温点の感覚鈍麻
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３．老化における心理的特徴

（１）老性兆候

「老性自覚」＝「老い」を主観的に自覚すること

身体面、精神面、環境面からも老いを感じ、受け止

めることの苦しさ、「老い」を受け入れることの難しさ

（２）さまざまな喪失体験

・健康の喪失（身体的衰え）、役割の喪失、仲間の喪失、

生きがいの喪失と共に友人との交流も減り気力が低下

・喪失体験に健康不安、経済不安も加わり、葛藤がある
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４．健康な暮らしのために必要なもの
（１）健康とは

世界保健機構（ＷＨＯ）の定義

健康とは、病気でないとか、弱っていないということで
はなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、
すべてが満たされた状態にあることをいいます。

（日本ＷＨＯ協会訳）

・高齢者は生活に必要な要素を少しずつ失う

・介護支援専門員は、困難を抱えている状態にありな
がらも、できる限り生活の質を高め、望む暮らしを再構
築していく。
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（２）フレイル予防

１）三つの要素
虚弱とは心身機能の顕著な低下で、さらに複数の要素が

絡み合い、負の連鎖を起こす。その虚弱のことを「フレイル」

と呼ぶ

①健康な状態と不健康な状態の中間地点

②しかるべき適切な介入により機能予備能力（残存能力）

を戻すことができる時期

③身体の虚弱だけではなく、こころや認知の虚弱、社会性

の虚弱が存在することから、フレイルは多面的であると

いうこと
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・サルコペニアとは、

加齢に伴う筋力の低下または筋肉量の減少

・ロコモティブシンドロームとは、

運動器の障害により要介護になるリスクの高い

状態

※運動器の障害には、運動器自体の疾患と、

加齢による運動器の機能不全がある

30

第２節 高齢者にみられる生理、
心理、生活環境等の関係性 Ｐ．５３

無断複写・転載を禁ずる



２） 健康長寿のための三つの柱
① 栄養（食・口腔機能）
② 身体活動（運動、社会活動など）
③ 社会参加（就労、余暇活動、ボランティア）
これらを包括的に底上げし、少しでも早い時期から
サルコペニア予防・フレイル予防につなげることが
強く求められる。
〇フレイルドミノ
・社会性の低下から始まる負の連鎖のこと
・社会とのつながりを失うことがフレイルの入口と

なる
31

第２節 高齢者にみられる生理、
心理、生活環境等の関係性 Ｐ．５４

無断複写・転載を禁ずる



32

第２節 高齢者にみられる生理、
心理、生活環境等の関係性 Ｐ．５４

無断複写・転載を禁ずる



（３）口腔ケアから考える
【口腔の役割】

①エネルギーを取り込むために、食物を咀嚼し、唾

液と混ぜ、食塊を形成し、嚥下する

②鼻と共に呼吸し、生命維持に直結する

③発音、表情をつくり、コミュニケーションを司る

④正しい歯の噛み合わせで平衡感覚を保ち、歯を

食いしばることが瞬発力を発揮する

⑤口腔内の環境を整え、正常な働きを保つことによ

り肺炎のリスクが下がる
33

第２節 高齢者にみられる生理、
心理、生活環境等の関係性 Ｐ．５４

無断複写・転載を禁ずる



◇口腔機能の低下により・・・
①取り込むエネルギーが不足する⇒体力、気力が

低下⇒活動量が減る⇒廃用症候群につながる

②会話がままならなくなる⇒人付き合いを避ける

⇒家に閉じこもりがちになる

③食卓で座位を保つ時間が少なくなる⇒腹圧が

弱まり、排便に障がいが出る

身体上における困難だけではなく、生活全般に悪

影響をもたらす
34

第２節 高齢者にみられる生理、
心理、生活環境等の関係性 Ｐ．５５

無断複写・転載を禁ずる



（４）口腔ケアの場合のマネジメント

１）ケアプラン上の注意点

①受診：明らかに口腔に何らかの問題がある場合

は歯科受診をプランに入れる

②食事：訴えがない場合でもむせる、食べにくい等

症状がある場合は医師へ相談、専門職への依頼

③介助：食事や口腔ケアをいつ、誰が、どのような

介助を行うのかを検討する

④モニタリング：改善されているかいないか、見直し
35

第２節 高齢者にみられる生理、
心理、生活環境等の関係性 Ｐ．５５

無断複写・転載を禁ずる



２）ケアプラン立案上のポイント
①リハビリテーション：多面的な機能評価とそれに対応

する介入が必要となるため、多職種連携が望ましい。

②食事：管理栄養士による栄養指導は医師の指示

により依頼。食事の準備や食事介助が必要であれ

ば介護職や訪問看護を位置付ける場合もある。

③多職種との連携：主治医の診断に基づき指示が出

され、主となる職種が具体的内容を決定。多職種

間で連絡がとれるよう、事前に担当者同士で顔を

合わせておくことが望まれる

36

第２節 高齢者にみられる生理、
心理、生活環境等の関係性 Ｐ．５５

無断複写・転載を禁ずる



ミニワーク15‐①‐2

人間は、身体・精神・社会の総合体として存在
しています。48頁の図をもとに、介護支援専門

員が高齢者を支援するために必要なものは何
か考えてみましょう。

個人ワーク８分

37

Ｐ．５６

無断複写・転載を禁ずる



１．介護支援専門員に求められる基本倫理
（１）人権尊重：介護支援専門員にとって絶対的倫理
（２）主体性の尊重：利用者・家族などの参加、意思の表明、自
己決定の尊重

（３）公平性：利用者と支援者の関係における公平性とサービス
の利用援助における態度の公平性

（４）中立性：関係者間における中立性とサービス提供機関との
関係における中立性

（５）社会的責任：公平であり、中立性があり、利用者の人権を
尊重して、専門性の高い職業人として働く

（６）個人情報の保護：知り得た要介護者等の情報を、問題解決
という目的のため以外に了解を得ず口外しない

38

第３節 高齢者の自己決定を
尊重したケアマネジメント Ｐ．５７

無断複写・転載を禁ずる



２．介護支援専門員に必要な援助の基本姿勢
（１）自己決定の尊重
利用者が自己決定・自己選択するために、可能な限りの
情報（サービスの内容、予測できる結果等）を提供する。
介護支援専門員は、利用者・家族が自らケアの設計をお
こない、介護を受けながら自立した生活を送れるよう支援
し、専門的判断と要介護者等の考えを調整する（自己決
定を尊重）
自己決定が困難な場合、①信頼関係が不十分な場合は
信頼関係を築いていくよう努力する②利用者の意思表示
が十分でない場合は利用者側の思いに寄り添い、理解す
る努力をしたうえで、関わる多くの人から意見や情報を得
て自己決定を補う。

39

第３節 高齢者の自己決定を
尊重したケアマネジメント Ｐ．５８

無断複写・転載を禁ずる



（２）自立支援
・自立とは①ADL（日常生活動作）などの身辺自立、②経済面で
の扶養等の経済的自立、③自分のことを自分で決めていく人
格的自立がある
「エンパワメント」
利用者が身体的・心理的・社会的に主体的に力を獲得してい
くこと
自立支援においては、エンパワメントの支援が求められている

・エンパワメントの方法としては、利用者のストレングスを介護
支援専門員がアセスメントし、ケアプランに反映していく。
ストレングスを理解するためには、利用者との間の信頼関係
を、対話を通じてアセスメントを継続してくことが必要不可欠

40

第３節 高齢者の自己決定を
尊重したケアマネジメント Ｐ．５８

無断複写・転載を禁ずる



（３）個別性の重視

生活は「個別性」が大前提。利用者それぞれのニーズを抽出

し、一人ひとりの心身の状況や生活環境、廃用症候群や生活

機能低下が生じた原因に応じて、フォーマル、インフォーマル

な社会資源を活用して、個別性を重視したケアプランを作成

する。その際にはチームアプローチによる支援が重要。

（４）ICFの活用
介護予防は、高齢者が要介護状態となることを予防すること、

または要介護状態等を軽減させ、もしくは悪化を防止すること

を目的とする取り組み。単に身体機能の改善を目指すのでは

なく、「心身機能・身体構造」「活動」「参加」のそれぞれの要素

に働きかけることによりQOLの向上を目指す。

41

第３節 高齢者の自己決定を
尊重したケアマネジメント Ｐ．５９

無断複写・転載を禁ずる



利用者の表面的なニーズ、隠れているニーズを把握する
際に活用するのがICF（国際生活機能分類）。
生活機能に注目し、プラス面から障害を見る視点と分類に
環境因子等の観点を加えたもの。

（５）潜在能力の活用
潜在能力を引き出してこそさらなる自立支援が可能となる。
そのためには利用者の意欲や嗜好を意識した支援が不
可決。
介護支援専門員は利用者のストレングスを把握し、それ
らを反映させたケアプランを作成する。そして、利用者の
潜在能力を活用し、利用者の「できること」の拡大を図る

42

第３節 高齢者の自己決定を
尊重したケアマネジメント Ｐ．６０

無断複写・転載を禁ずる



休憩（１５分間）

43



１．要介護状態の原因となる疾患
・介護が必要となった主な原因

認知症（18.0％）、脳血管疾患（16.6％）、高齢による

衰弱（13.3％）、骨折・転倒（12.1％）、関節疾患（10.2％）

脳血管疾患の割合は、要介護度が高いほど多くなる

傾向あり、関節疾患は要支援の原因として最も多い。

男女別にみると、男性は脳血管疾患（25.7％）が最も

多く、認知症（14.2％）、高齢による衰弱（9.9％）なる。

女性は認知症（20.8％）、高齢による衰弱（15.1％）、

骨折・転倒（14.9％）、関節疾患（12.9％）、脳血管疾患

（11.8％）となっている。

44

第４節 ケアプラン作成のためのプロセス
に沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６１

無断複写・転載を禁ずる



45

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６１

無断複写・転載を禁ずる



２．老年症候群と介護支援
・老年症候群

誰にでも等しく訪れる老化が原因で起こる症状。
様々な身体的、精神的異常の集合体としてとらえ、
そうした症候をもった人をケアしていく。多くの原因
が複雑に絡みあった結果として症候が現れている
場合が多く、原因を突き止めることは困難であり、
それを理解し、ケアマネジメントを考えていく必要が
ある。

46

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６２

無断複写・転載を禁ずる



３．疾患・症候群別ケアマネジメントの基本
（１）脳血管疾患

・脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など

・後遺症は人によって状態はさまざま

・機能を維持するか、改善を目指すケアプランにするか

47

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６２

支援にあたってのポイント
①リハビリテーション（活動と参加の促進） ②再発の防止
③重度化の予防 ④生活習慣の改善 ⑤介護負担・不安の軽減

無断複写・転載を禁ずる



（２）認知症

・アルツハイマー型、脳血管性、レビー小体型など

・「できること」を中心に支援のあり方を検討する

・家族の、疾患に対する理解を深めてもらうことが

大切。地域の声かけ、見守りなどインフォーマル

サポートも重要

48

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６２

支援にあたってのポイント
①ステージアプローチ ②パーソン・センタード・ケア
③BPSDの軽減 ④家族への支援

無断複写・転載を禁ずる



（３）筋骨格系疾患

・筋力が低下し、運動不足にもなることが原因として

多く、適切な運動やリハビリテーションをおこない、

深刻な病態にならないようにケアプランを立てる

・関節リウマチは、日常生活に不自由のない程度の

薬物療法、リハビリテーションなどが必要になる。

安静に気を配りすぎて廃用症候群になることに注意

49

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６３

支援にあたってのポイント
①重度化の予防・悪化の防止
②廃用症候群に陥らない生活習慣の改善・閉じこもり防止
③福祉用具の活用、住環境の整備

無断複写・転載を禁ずる



（４）内臓の機能不全

・腎臓、呼吸器、肝臓、血液系、心血管系（循環器

系）、消化器、神経系といった生命維持に必要不

可欠な臓器及び系の機能が低下した状態のこと

50

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６４

支援にあたってのポイント
①生活習慣の改善
②服薬状況、食事制限、運動量などの把握

無断複写・転載を禁ずる



（５）看取り

・利用者・家族の意向を確認し、事前にスタッフ研修

を行うことも必要

・多職種協働チームの連携を強化し、緊急時や夜間

帯の緊急マニュアルの作成や周知徹底をする

・死後のケアとして家族支援と身辺整理を行う

51

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６４

支援にあたってのポイント
①病状の変化への対応
②治療に関するコンプライアンス
③家族やケアチームに対する精神的ケア
④院内チームと在宅チームの連携

無断複写・転載を禁ずる



◇参考◇

在宅死亡率は1950（昭和25）年以降、減少傾向
にあったが2004（平成16）年以降上昇、2016
（平成28）年には16.9万人（在宅見取り率
13.0％）となっている。

居住系施設における見取りは2005（平成１７）
年には2.3万人（2.1％）であった施設での死亡
率は2016（平成28）年には9.0万人（6.9％）に増
加している。

52

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６４

無断複写・転載を禁ずる



４．退院前カンファレンス
（１）退院前カンファレンスの目的
１）在宅での生活の再開に向けて
・入院中に退院に向けてどのような準備が進められ
ているか、利用者・家族の準備はできているか、把
握することは居宅サービス計画に欠かせない情報
・「院内チーム」と「在宅チーム」が協働し、在宅生活
を再開できるように準備できるよう、退院前カンファ
レンスをおこなう。介護支援専門員は院内チームと
在宅チームの橋渡し役となることが必要

53

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６５

無断複写・転載を禁ずる



54

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

２）入院時の情報提供の重要性

退院後における利用者・家族の生活について伝える
（利用者・家族の思いや希望、大切にしていること、
利用者のセルフケア力や家族の介護力、住環境等）
⇒病院側にとっては治療の方針を再考する契機

Ｐ．６５

無断複写・転載を禁ずる



55

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

（２）入院時
１）入院の連絡を受ける
・普段から、利用者・家族に入院の際には連絡してもらうよ
う説明をする
・利用者・家族に担当の介護支援専門員がいることを入院
先の病院に伝えてもらう
①退院後の生活につなぐために病院に情報を提供する
②現在利用しているサービスがある場合には予定をキャ
ンセルするなどの連絡・調整をおこなう

③在宅の主治医をはじめ、多職種に対して利用者が入院
したことを伝えることで、退院後のサービス担当者会議に

向けた準備を始められる

Ｐ．６６

無断複写・転載を禁ずる



２）提供する情報

入院時連携情報シート（名称は地域によって異な

る）などを用いる。介護支援専門員が把握してい

る利用者の情報を病院側に伝える。

「基本情報」と「課題分析項目」とほぼ同じ項目つ

いての情報を病院側に伝える（第７－②章）。

56

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６６

無断複写・転載を禁ずる



57

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６６

（３）入院中
１）メンバー構成
<退院前カンファレンス>
病院側主催で、利用者・家族出席のもと、院内

チームと在宅チームがメンバーとなる（図15-①4-3）

無断複写・転載を禁ずる



２）共有される情報
・共有される情報について（P.68表15-①4-3）
・退院前カンファレンスの打ち合わせ内容は「退
院・退所情報記録書」（P.69）にまとめる
・退院前カンファレンスは、1回の入院につき加算
が３回の開催まで、入院・退院時連携加算（介
護報酬）の対象となる

（４）退院日
退院当日に、サービス担当者会議を利用者宅で
開催することで、切れ目なくサービス利用を行える

58

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６７

無断複写・転載を禁ずる



（５）退院後

退院後の状況を病院の連携窓口の担当者などを

通じて、病棟や病院主治医、または、外来に報告

する。
59

第４節 ケアプラン作成のためのプロセ
スに沿った支援にあたってのポイント

Ｐ．６７

無断複写・転載を禁ずる



60



ミニワーク15‐①‐3

医療と介護の連携として、入退院時の情報共
有が大切ですが、介護支援専門員が普段から
構築しておく必要があるものはなんですか。

個人ワーク８分

61

Ｐ．７０

無断複写・転載を禁ずる



１５‐①章のまとめ

• 高齢者の生活は多様であり、疾病に対する
意識も多様

• 住環境や介護者によって、同じ疾病でも対応
方法は異なる

• 利用者の意向や生活を尊重し、信頼関係に
もとづき、総合的な知識と技術をもってケアマ
ネジメントにあたること

62無断複写・転載を禁ずる



介護支援専門員実務研修テキスト 上巻

ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術

第7－②章

アセスメント及びニーズの把握
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１．生活ニーズ
（１）生活ニーズの定義
生活ニーズを解決していくことによって、利用者がより
自立的で尊厳を保ち、質の高い生活を送れることになる
「ニーズ優先主義」

（２）生活ニーズの記述方法
・介護支援専門員の業務の柱は利用者の自立支援
・利用者・家族が「ニーズ」としてとらえていなければ、ニー
ズを自ら解決していく自立型のサービス利用は困難
・ニーズの欄には「○○できるようになりたい」など、利用者
が主体的・意欲的に取り組めるような書き方のほうがよい

第３節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程 Ｐ．４４５
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65

第３節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程 Ｐ．４４６
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（３）自覚されていない場合

①利用者がニーズを自覚し、表明できていることはその

まま書く

②利用者がニーズを自覚していない場合は、利用者が

わかっている範囲で書く

③利用者・家族のニーズが一致していない場合には、

利用者・家族が合意できる範囲で書く

（４）利用者の意向を聞き出す

利用者の意向を代弁してくれる存在がある場合、そう

した代弁者と協力しながら、利用者の意向を汲んだア

セスメントをおこない、居宅サービス計画書を作成する

第３節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程 Ｐ．４４６
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（５）生活ニーズの優先順位

①利用者が困っていると感じていること、あるいは援助

を望んでいることを優先する

②個々の生活ニーズのなかで、悪循環をつくり出す原因

となっているものを優先する

③利用者の健康の維持や衣食住などの生活の基盤に

関係しているものを優先する

④サービスを結びつけることで、最も効果が見込まれる

ものを優先する

（６）インテークはわかりやすい言葉で

聞き落した事柄は後日確認、不足した情報を補う
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第３節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程 Ｐ．４４６
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２．チェックポイントシートの活用

（１）活用方法 <メリット>

①状態、原因、問題、生活全般の解決すべき課題をアセスメン

ト項目ごとにたどることで、アセスメントプロセスとニーズへの

転換プロセスが可視化され検証できる

②状態や原因から派生する問題や生活ニーズについて、利用

者本人、家族、介護支援専門員等の専門職のとらえ方のずれ

が明確にわかる

③介護支援専門員が、利用者・家族から聞き漏らした情報がわ

かる

④シートを埋める作業を通して、介護支援専門員自身が自らの

アセスメント不足に気づくことが多い

第３節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程 Ｐ．４４７
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（２）記入内容

１）「課題分析標準項目」欄

課題分析標準項目の「課題分析（アセスメント）に関する

項目」のうち、「No.10～No.23」までの項目に対応

２）「状態」欄

健康状態、ADL、IADL、認知、コミュニケーション能力、

社会との関わり、排尿・排便、じょく瘡・皮膚の問題、口

腔衛生、食事摂取、認知症の行動・心理症状（BPSD）、

介護力、住環境、特別な状況について、事実を記入
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第３節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程 Ｐ．４４７
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３）原因
疾病、後遺症、また、本人の性格や家族の反応などが
原因となっているといった事実を記入

４）「問題（困りごと）」欄
「利用者」「家族」「意見」に分け、「利用者」「家族」が現在
困っていること、将来的に困らないようにしたいことにつ
いて、発言内容を記入する

５）「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」欄
アセスメント内容をニーズに転換した内容を記入

６）「ニーズ番号（優先順位）」欄
生活ニーズをもとに、優先順位を記入
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第３節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程 Ｐ．４50
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３．アセスメントツール
（１）法的な規定を理解する
１）適切な方法
居宅サービス計画の場合、「解釈通知（支援）第２の３の
（７）の⑥」により、「課題分析は、介護支援専門員の個人
的な考え方や手法のみによっては行われてはならず、
利用者の課題を客観的に抽出するための手法として合
理的なものと認められる適切な方法を用いなければなら
ない、・・・」とされ、課題分析標準項目についての通知が
出されている。施設サービス計画についても同じ内容の
記述がある

第３節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程 Ｐ．４５０
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２）課題分析の実施

課題分析標準項目として、「基本情報に関する項目

（９項目）」と「課題分析（アセスメント）に関する項目（

14項目）」の計23項目が示されている。

以上の項目をすべて含んでいれば「合理的なものと

認められる適切な方法」であり、オリジナルのアセス

メントツールを作成し、使用することに問題はない

（２）アセスメントツールの選択

１）自分で使いやすいものを選択する
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第３節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程 Ｐ．４５1
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２）事業所で使用するツールを使う
居宅介護支援事業所は、当該事業所で採用する

アセスメント方式を明記して、市町村に指定申請を

おこなっているため、事業所で採用しているツール

の特性を理解し、勤務先のアセスメントツールを使

いこなせるようになることが必要

３）アセスメントに使用されている様式
図７-②-３-２ 参照

（３）アセスメントシート
特段の規定はなく、使用するアセスメントツールに

よって収集する情報数も異なる

第３節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程 Ｐ．４５１
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１．Ｉ ＣＦの考え方とアセスメント

（１）共通言語としてのＩＣＦ

＜特徴＞

①健康・病気・障害にかかわる仕事（介護、保険、医療、

福祉、行政など）に従事する専門職と当事者（利用者、

患者、障害者、家族など）を含めたすべての関係者の

相互理解と協力のための共通言語としてつくられたもの

②マイナス面よりもプラス面を重視する用語・考え方に

なっていること

③環境面の影響も含めて生活機能をみようとすること

第４節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程（ＩＣＦ） Ｐ．４５３
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（２）概念の解説
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第４節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程（ＩＣＦ） Ｐ．４５３
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（３）相互作用あるいは複合的な関係をみる視点

＜ICFの考え方＞

「個人の生活の機能は健康状態と背景因子との間の、

相互作用あるいは複合的な関係」

・ICFの考え方に立てば、生活はさまざまな要素の複合体

であることが理解できる

（４）ICFを活用した支援例

ICFの考え方を参考にすれば、利用者の生活のさまざま

な部分にアプローチして、利用者の生活を支えることに

つながる。
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第４節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程（ＩＣＦ） Ｐ．４５３



Ｐ．４５４
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２．環境因子の理解
（１）環境との相互作用の調整

環境＝物理的環境、人的要因、制度的な環境など
人の生活は個人のもつ能力と環境のもつ力が相互に作用
して成り立っており、その相互作用がうまくいかない時に
生活上の「困りごと」が発生する。環境の調整により、生活
上も問題を小さくしたり、個人の力を高めたりすることが可
能となることもある

（２）ストレングスの視点
利用者の「内的資源」は利用者が「こうなりたい」という自分
の姿を思い起こさせる契機となり、自分のおかれている現実
に立ち向かう力を与えるもの（ストレングス）になる

第４節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程（ＩＣＦ） Ｐ．４５５
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（３）ストレングスの活用

・個人と環境のストレングスを視野に入れたアセスメ

ントをおこなう

・ストレングスの認識を活用したプランニングの工夫

へと発展させる（非常に重要な視点）

（４）その人らしさ
人は、身体的、心理（精神）的、社会的な要素が一

つとなった存在で、同じ人はいない。

利用者の「その人らしさ」はその個別性にある
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第４節 アセスメントからニーズを
導き出す思考過程（ＩＣＦ） Ｐ．４５５
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１．家族状況のアセスメント
（１）家族構成

・家族構成の違いは重要なアセスメントのポイントとなる
・主介護者、利用者と他の家族、主介護者と他の家族と
いった関係についても十分留意する必要がある

（２）ジェノグラム、エコマップの活用
ジェノグラム＝世代関係図、家族関係図

利用者・家族の関係を明らかにする
エコマップ＝生態学的地図

家族と関係者、社会資源との関係を明らかに
する

第５節 利用者・家族の意向の確認
Ｐ．４５８
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２．利用者・家族の悩み、要望とその背景
（１）利用者・家族の主訴からの展開
①「困った」と感じていること

②「大変だ」と感じていること

③「してほしい」と考えていること

④介護支援専門員に求めていること

⑤「望ましい暮らし」として思い描いていること

（２）利用者の表現力
利用者がうまく表現することができず、潜在化している

生活上の困りごとを把握する方法を身につける必要が

ある

第５節 利用者・家族の意向の確認
Ｐ．４６０
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（３）家族の存在と利用者

・家族は、利用者の介護や精神的支援の担い手である

とともに、ケアマネジメントを受ける対象者でもある

・利用者の悩み・要望とともに、家族の思いや考えなど

も収集すべき重要な情報

第５節 利用者・家族の意向の確認

74
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３．生活の目標と課題の把握
（１）目標の共有

利用者と介護支援専門員、介護サービス提供事業者や
インフォーマルサポートを提供してくれる人々の間で目標
が共有される⇒援助関係の構築、チームアプローチ

（２）利用者にわかる言葉で話す
利用者・家族には専門用語や抽象的な表現を使って話
をせず、わかる言葉で話すことで目標を共有できる
介護サービス提供事業者に対しても居宅サービス計画
を交付し、必要な支援内容を明確にする⇒チームアプ
ローチを強化していく

第５節 利用者・家族の意向の確認
Ｐ．４６２
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（３）利用者の望む暮らしを理解する

・利用者は自分の生活が「課題を含んでいる」と考えて

いないことがある

・居宅サービス計画は、利用者が望む暮らしを実現して

いくための手段であり、利用者が「望む暮らし」を具体

的にイメージできるまで、利用者と話し合い、利用者の

望む暮らしを実現することが、ケアマネジメントの目標

（４）利用者の望む暮らしは変化する

利用者が積極的に生活の目標を見つけ出し、新たな意

欲が引き出せるようケアマネジメントをおこなう
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第５節 利用者・家族の意向の確認
Ｐ．４６２
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１．主治医からの情報収集の重要性
（１）主治医からの意見が不可欠

疾病が生活上の諸問題を生じさせる発端となることが

多く、健康や疾病に関する情報を収集することが大切

（２）病名ではなく利用者の病状を知る
利用者が、その病気によって「どういう状態」であり、

そのことにより「どういう生活上の困難」があるか把握

（３）疾病の性質と予後
主治医から得た情報を基に、生活ニーズを解決するた

めに必要な社会資源、自立に向かうと考えられる促進

要因をアセスメントで検討する
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第６節 多職種による情報を
関連づけたアセスメント Ｐ．４６４
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１．主治医からの情報収集の重要性
（４）利用者・家族の了承

個人情報の取扱いについては、重要事項説明書等で

説明をおこない、主治医と利用者情報を共有する

（５）主治医との連携方法

１）連絡方法・連絡時間

・開業医の場合、診療時間中の電話や訪問は慎む。
連絡可能な時間帯を知り、電話のほかFAXやメール、

受付担当者を確認する

・病院の勤務医であれば、地域連携室を通して連絡

第６節 多職種による情報を
関連づけたアセスメント Ｐ．４６４
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２）面談前にポイントを絞る
利用者の担当となったときから主治医との関係を構築
することが有効
①介護支援専門員として利用者を担当することになった
こと、②利用者の支援目標、③その目標達成に向けた
主治医からのアドバイスがいただきたい、など面談の
目的を明確にする必要がある

３）必要とする情報を押さえる
①病状と留意点
②予後の関する情報
③支援目標に対する医学的アドバイス

第６節 多職種による情報を
関連づけたアセスメント Ｐ．４６５
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２．多職種に対する確認の仕方

（１）医師・看護師

〇高齢者の疾病の特徴

高齢者は多くの慢性的な疾患を併せもち、治りにくく

個人差が非常に大きいため病名ではなく、一人ひとり

の病状を確認する。診察への動向も有効

（２）歯科医師
歯の状態や口腔ケアについて、歯科医や歯科衛生士

の評価や意見を聞く

第６節 多職種による情報を
関連づけたアセスメント Ｐ．４６８

92無断複写・転載を禁ずる



（３）理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

利用者の残存機能、改善の可能性などについての

評価や意見を聞く

（４）薬剤師

高齢者は複数の診療科を受診していることがある。

同じ用途の薬が処方されていることがあり、薬剤師

に情報を聞く

（５）栄養士
利用者から数日分の食事の献立や摂取量の情報

を得て、栄養士に相談する

第６節 多職種による情報を
関連づけたアセスメント Ｐ．４６９
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３．情報を結びつける

• 医療の方針と介護の方向性が一致すること
が、利用者のニーズを理解するうえで欠か
せない要件。

• 利用者の状態は変化しやすいものなので、
一度アセスメントした内容が永久に続くこと
はない。また、支援するうえでの注意点も変
化していく。

• 専門職から得た情報を、利用者・家族がわ
かる表現で、丁寧に説明していく。

第６節 多職種による情報を
関連づけたアセスメント Ｐ．４７１
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１．課題整理総括表の活用
（１）基本的な活用方法

情報の整理・分析を通じてニーズを導き出した過程を
サービス担当者会議や地域ケア会議などの多職種協
働の場面等で適切に情報を共有するために利用

（２）利用者の意や能力の評価を加える
・介護や医療に関連するニーズに限ったもので、 これで
すべてのニーズが説明できるわけではない
・利用者のマイナス面の評価だけでなく、利用者の意欲
や能力といったプラス面の評価も加えて見通しを記述
する。見通しを基に、利用者・家族とともに「短期目標」
「長期目標」を決定し、共有することがニーズを実現するポ
イント

第７節 利用者・家族のニーズの
優先順位の判断 Ｐ．４７３
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