令和４年度施設ケアマネ研修会 演習「モデル事例検討会」 ポイント解説

状態
健康状態

利用者・家族の

他の専門職から得たい情報

介護支援専門員が専門的見地

生活に対する意向

(誰から、何を)

から課題分析した結果

受診:定期診察は手術施行病

（本人）

【手術した K 病院:かかりつ

〇骨折を予防し、室内は一人

院で 3 か月に 1 回。

・転倒しないで歩きたい。リ

け病院】医師

で歩けるようになる。

疾患（治療中の傷病/既往歴）
： ハビリをしたい。

・再転倒・骨折の可能性が高

〇低栄養・低体重の改善、体力

（治療中）腰椎変性側弯症・変

・骨折したくない。

く、リハビリの継続が必要。

回復を目指す。

形性膝関節症、坐骨神経痛、高

・体力を回復したい。

・低栄養・低体重による体力・ 〇主治医、かかりつけ医の指

血圧、脂質異常症、白内障。

・自分でできることを増やし

筋力低下が顕著、改善の必要

示を守る。

（既往症）令和 2 年 9 月 18 日

たい。

あり。

・服薬の指示を確実に守る。

大腿骨甄部骨折=9 月 25 日手

（家族:長男夫妻・次男夫妻） ・環境整備、社会的支援も必

・疼痛・しびれと上手に付き

術（人工骨頭置換術）→11 月

・転倒・骨折の予防をお願い

要

合う。

5 日リハビリテーション病院

したい。

・術後観察のための定期受診

・寝ていても、座っていても、

へ転院。令和 3 年 1 月 28 日退

・体力回復をお願いしたい。

が必要。

歩行時も身体が右に傾くの

院予定。 身長、体重・BMI の

・身体状況や医療に関するこ

【回復期リハビリテーション

で、注意が必要。

増減（入院時）身長 139.8cm、 とは把握したいので受診時は

病院】医師

〇転倒予防・骨粗鬆症の予防。

体重 32.6kg、BMI16.68。
（現

同席します。

・右大腿骨甄部の持続的な疼

〇リハビリを継続する。

在 ） 身 長 139.8cm 、 体 重

・本人の現在の状態を確実に

痛と臀筋群・大腿四頭筋群を

〇体力の増強。

主とする患側下肢筋力低下が

・体重の増減、血圧、体温を測

血圧:159/75 mmHg

・体重、血圧、服薬状況、しび ある。受傷前と比較すると身

定し、 体力・体調を具体的に

（内服薬・外用薬）
：

れや疼痛の様子、栄養・水分摂 体レベルの低下は否めない。

把握する。

・内服薬

取の状況、睡眠の状況、排泄状 転倒・骨粗鬆症予防、下肢筋力

・栄養摂取量、水分摂取量も

アムロジン OD 錠 5mg ：1 錠

況等日頃のデータやその時の

確実に把握。

33.4kg、BMI 17.09 （痩せ型）。 把握したい。

1

増強、体力向上のための多面
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リリカカプセル 25mg：2CP

状況等を客観的に押さえるこ

的な計画が必要。

・筋力増強のためにタンパク

レバミピド錠 100mg「サワ

とを希望します。

・生活機能の改善が見込め

質を補充。

イ」:2 錠

る。

〇褥瘡の処置をし治す。再発

ミヤ BM 細粒 3g

・処方薬が多いので薬剤管理

させない。

ジメチコン錠 40 mg「YD」:3

が必要。

〇視力低下があるので、受診

錠

・眼科、歯科の受診が必要。

する。

リマプロストアルファデクス

・褥瘡の処置と再発防止が必

〇本人のつらさ、不安を支え

錠 5/ug サワイ」:3 錠

要

る。

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒

・低栄養・低体重の改善。

〇本人も家族も現況を自覚し

（医療用）7.5g

自分たちを含むチームを信頼

アトルバスタチン錠 5mg「サ

し、目標に向かう。

ワイ」:1 錠

〇情報共有・検討・対応をチー

ロキソマリン錠 60mg :1 錠

ムで速やかに行う。

（朝方疼痛がひどく服用）
マグミット錠 250mg：2 錠
・外用薬
カリーユニ点眼液 1 日 4 回
痛みの状態:両下肢しびれと
疼痛（関節可動域障害:脊柱側
弯変形）
。
転倒歴:今回の骨折以前は下
肢筋力低下や坐骨神経痛によ
る疼痛はあるが、用心深く暮
2
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らし、転倒せずに過ごしてい
た。
入院中は、トイレの扉の開閉
時や便座からの立ち上がり時
に、昼夜を問わず、立て続けに
転倒、 退院まで見守りとな
る。本人・家族の希望により室
内も車いすを使用。
生活リズム:几帳面であり、生
活のリズムは安定している。
毎日、日課どおりに過ごした
いと言っている。
ADL

食事:自分で食べることがで

（本人）

【回復期リハビリテーション

〇毎日の身近な動作を確実に

きる。

・ズボンの着脱ができるよう

病院】医師・理学療法士・作業

身につける。適切な基本動作

入浴:一部介助。入浴は大好き

になりたい。

療法士

の訓練が必要。

で週 3 回入りたいと言ってい

・排泄はトイレでしたい、ポ

・転倒予防、歩行訓練、更衣

〇施設環境での起き上がり、

る。

ータブルトイレは実は嫌だ。

訓練が必要。

立ち上がり、移動の正確な動

移動:車いす自走。歩行器を使

失敗はしたくない。

・排泄時の転倒予防が必要

作の把握と訓練をする（介助

って動くこともできる。

（家族）

（トイレ・ポータブルトイレ

のある場合、自力でする場

更衣:上着の着脱はできる。ズ

・入浴は週 2 回お願いしたい。 両方）
。

合）。

ボンの着脱は介助が必要。

・転ばないでほしい。

〇更衣、ズボンの上げ下げ等、

・車いす中心の生活に変更。

排泄:尿意・便意はある。日中

転倒の危険を含む動作の把

は早めに動き失敗はほとんど

握・訓練をする。
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ない。
IADL

掃除:現在は全介助、元来、掃

（本人）

【回復期リハビリテーション

除・洗濯が大好き。

・掃除・洗濯:できるようにな 病院】医師・看護師

ないことの自覚も必要。

洗濯:一部介助。干すこと（室

りたい。

〇服薬管理:管理は任せる。た

内干し）やたたむことはでき

・服薬:管理してもらうことが こと

だし、 薬を飲む理由や薬の種

る。

必要。

・服薬管理が必要。

類について理解し、悩みがあ

買物:全介助。

（家族）

・内服時の観察、声かけ。

れば遠慮せずに相談するこ

調理:全介助。毎日、昼食・夕

・好きな家事の場面がほとん

・内服状況の確認「飲み忘れ、 と。

食は配食を受けていた。朝食

どなくなるので本人はつらい

飲み過ぎの確認」が必要。

は菓子バン等や前日の夕食の

と思うが、我慢してほしい。

残りを食べていた。

・薬は種類も量も多いので、

服薬管理:カレンダーに 1 週間

管理をお願いする。

・本人ができることを増やす

〇家事について、現況はでき

分のセットをしてもらえば間
違いなく内服できる。
金銭管理:長男が通帳管理。日
常生活費は自分で管理でき
る。
認知

記憶障害:勘違いはあるが、障

（本人）

【回復期リハビリテーション

〇自分がわからないことやお

害というほどではない。見当

・迷惑をかける認知症にはな

病院】医師・看護師

かしいと思うことは、そのま

識障害:入院中は不安も大き

りたくない。

・不安・混乱があり、話をよく

まにせずに、相談すること。

く混乱が多かった。

（家族）

聞くことが重要。

・入院中は不安で混乱が多か
った。
4
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コミュニ

視力:両目とも白内障、医師か

（本人）

【回復期リハビリテーション

〇自分の意思は言える。

ケーショ

ら手術を勧められている。視

・白内障の手術を勧められた

病院】看護師・ソーシャルワー

〇家族間でも礼儀正しく、遠

ン能力

力低下がある。眼鏡が合って

が、今は手術も入院もしたく

カー

慮する時があるようだ。

いない。視力検査が必嬰。聽

ない。

・視力低下による転倒リスク

〇困った時、痛い時、つらい時

カ:支障なし。

・1 日 1 回は、誰かと話した が考えられるので、眼科の受

も我慢しすぎないように話し

関連する疾患:両眼とも白内

い。

診が必要。眼鏡の調整も必要。 ておく。

障が進行。

（家族）

・自分の意思ははっきり言え

抑うつ・意識レベル:問題な

・視力低下がみられるので転

る。

し。

倒の原因にならないようにす

・几帳面で、丁寧、礼儀正し

会話の状況:話は好き、おしゃ

る。落ち着いたら、眼科受診と い、自分にも厳しいので我慢

べりではない。

視力検査をする予定。

しすぎないように注意するこ

性格・コミュニケーションの

と。

特徴:穏やかだがしっかりし
ていて自分の意思は言う。几
帳面、理論的。
家族とのコミュニケーション
の状況:良好、礼儀正しく丁
寧。
社会との

近隣との関係:良好だが深く

（本人）

回復期リハビリテーション

〇本人・家族、医師、理学療法

関わり

は関わりすぎない。

•1 週間に 2 回くらいは外の空 病院】看護師・ソーシャルワー

士等の意向を大切にして、外

交友関係:マンションの仲間

気を吸いたい。

出は、家族の協力も得ながら

や、整形外科の通院仲間がい

•毎日 1 回は誰かと話したい。 ・話は好きで、他者との関係

の予定とする。

た。現状は家族、病院の人たち

•近くで買物や散歩ができる

〇本人の意向を大切にして、

カー
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だけである。

ようになりたい。

・参加や活動、役割を大切に

誰とも会わない、話さない日

外出状況:現在は入院中につ

（家族）

している。

をつくらないようにする。

き外出機会がない。

•月に 2 回以上外出の機会が

活動機会:毎日の生活で精一

欲しい。

排尿:日中 7 回、夜問 1~2 回、 （本人）

【回復期リハビリテーション

〇本人の思いを大切にし、優

尿意あり。

病院】看護師・理学療法士・作

先順位を高くして取り組む。

杯だ。ペットの世話もできな
い
排尿・排便

・排泄はトイレで自分でした

排便:1〜2 日 1 回、便意あり。 い。

業療法士

便秘:あり、下剤等で管理。

・清潔にしていたい。

・トイレまで行くこと、ズボ

失禁:あり（動作、立位が間に

（家族）

ンの上げ下げ、座る・立ち上が

合わないとき）
。

・トイレだけはあまり他者の

る等の一連の動作が早く自立

パターン:排尿は日中 2 時間お

世話にならないでできるよう

できるようにチーム全体で支

き、夜間は 2 回程。排便は朝

になるとよい。

え る必要がある。

1 回ぐらい。
排尿・排便の変化:特になし。
排泄環境:ベッドからの起き
上がり・立ち上がりが困難な
ため、 トイレに行くまでに時
間がかかる。
褥瘡・皮膚

皮膚の状況:同じ姿勢（少し右

（本人）

【回復期リハビリテーション

・ベッドと褥瘡予防マットレ

の問題

に傾く）で座位が多く、仙骨部

・慣れたベッドが良い。

病院】看護師

スの検討。

に発赤がある。

（家族）

・同じ姿勢で長時間寝たり座
6
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出血:なし。

・同じ姿勢で傾いて座ってい

ったりしていることが多いの

投薬:投薬・看護処價あり。

ることが多く、褥瘡ができや

で褥瘡ができやすい。

すいので要注意

・座位時も右に傾いていくの
で要注意。

口腔衛生

口腔の状態（粘膜の状態、出血

（本人）

【回復期リハビリテーション

〇口腔機能の充実の確認

等）:良好。

・適切な磨き方を教わりた

病院】看護師・医師

栄養を確実に摂るためには、

口臭:なし。

い。

・口腔内の状態の把握。

口腔内の衛生を良くし、歯科

口腔の清掃状態:良好、朝晩は

（家族）

・食べ物が適切に咀嚼・嚥下

医による咀嚼や嚥下の状況把

自身で磨く、部分義歯の滴潔

・体力をつけたいので、ロの

できているか把握が必要、歯

握も重要。

も保持。

中を看てほしい。

科医受診も必要。

食生活（回数・時間）:朝昼タ

（本人）

【回復期リハビリテーション

〇食事の内容

3 食。時間どおりに食事。

・3 食時間どおりにお願いし

病院】看護師・医師

・栄養価の高い適切な食事の

カロリー:1400kcal

たい。

・目標:カロリー1400kcak

提供。

水分:1000ml（トイレに行くの

（家族）

・水分 1000ml

・栄養摂取量、バランスを把

を気にして不足気味）
。

・しっかり食べて、体力をつ

・食事の時の姿勢の確保。円

握すること。

塩分制限:特になし。

けてほしい。

背、傾きがあるので食べる時

〇食事量・水分量

に傾きすぎないようなエ夫が

・目標:カロリー1400kcal

口腔ケアの状況:淸潔保持は
良いほう。不十分な部分があ
り、指導を受け練習中。
義歯・義歯管理:自分で洗い、
管理する。少し合わなくなっ
ている。
食事摂取

食事制限・アレルギー:なし。
7
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食嗜好:特になし。

必要。

・水分 1000ml

咀嚼・嚥下・認識能力、むせ:

・口腔内を清潔にし、嚥下が

〇食事の時の姿勢:前に倒れ

円背ひどく逆流性食道炎の可

適切にできているか、口腔内

ない、右に傾きすぎないよう、

能性あり。

の状況の確認が必要。

クッション等の工夫が必要。

食事時の姿勢:円背、前や右へ
傾く。テーブルやいすで綢整。
食事環境:特になし。
行助・心理

記憶障害、見当織障害、BPSD:

（本人）

【回復期リハビリテーション

〇不安と意欲が混じり合い精

症

入院中、混乱がある。

・室内も上手に動けないの

病院】看護師・医師

神的にバランスが悪いので、

BPSD が出やすい状況・パタ

で、不安だ。

・混乱し精神的に不安定なの

身体面だけでなく精神面の観

ーン:転倒が続いた場合、ひど

（家族）

で、身体的な支援も精神的な

察や助言も必要。

い疼痛がある時。

・自宅に戻れないことへの不

支援も必要。

服薬:病院では眠剤の使用も

安も大きく、精神的に支えて

状

（BPSD）

あり、日中うとうとしている。 ほしい。
もうろうとしている時もあ
る。
介護カ

主介護者・キーパーソン:長

（本人）

【回復期リハビリテーション

〇ご家族の意向・希望につい

男、よく面会するのは次男、特

・できないことが多い、お世

病院】看護師・医師

て

に次男の妻。

話になります。手伝って下さ

・本人・家族とも、理論的なの

・重要な件は、文書で届くの

家族の状況:夫は平成 15 年に

い。

で、根拠を示して説明するこ

で、しっかり確認することが

心筋梗塞（78 歳）で逝去、以

・息子たちには迷惑はかけた

とが重要。

必要。

来一人暮らし。

くないです。

・曖昧な対応はしない。

・納得したことはすぐ実行な

息子 3 人（長男 67 歳を先頭に

・いろいろ教えてください。

・新しい正確な情報を求めら

さるので、丁寧さとともにテ
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年子）
。長男夫妻・次男夫妻は

（家族）

れる。例えば長男からも「母の

電車で 1 時間程のところに在

・長男夫妻:自分たちも体調を 介護についての私たちの考え

ンポも大切。
・ご自身たちは、同席や付き

住。三男家族は県外へ転勤中。 崩している。

方」として箇条書きの文書で

添いくらいまでで、直接介護

孫、ひ孫が多いが、孫たちもほ

・男:必要な時には面会しま

意向を伝えられている。

するのは専門職に任せる方

とんど県外在住（転勤が多

す。

い）
。

・次男妻:受診同行、外出付き

介護に対する家族の考え:も

添いできます。

針。

ともと理論的な一家。長男は
病院にも介護にも文書で依頼
や指示を出すこともある。医
療に関する場合は長男か次男
が交代で同席する。
家族の介護の知識・技術:プロ
に任せると言う。同席や付き
添いはする、意見は言う。文書
で書かれることも多い。知識
はあり、よく学ぶ。
周囲のサポート:特になし。
居住環境

立地:目の前に桜並木が広か

（本人）

【回復期リハビリテーション

〇屋内を転ばないで歩くよう

り、近くには緑茂る広い公園

・地域が好きです。

病院】理学療法士・作業療法士

になる。

がある。

・外に出たいです。

室内を転ばないで歩くための

〇地域とのつながりへ強い愛

マンション 11 階 2LDK（31 年

・リハビリをして、近くを歩

注意事項

着がある。思いを大切に理解

前に購入・築 40 年）広いパル

きたい。

・段差はつまずいたり、引っ

することが重要。
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コニーあり。眺め良好。本人は

（家族）

かかったりして転倒する危険

この地域、景色がお気に入り。 ・屋内は転ばないで歩けるよ

があるので、角を留めること

離れたくない。

うにしてもらいたい。

が必要。

生活環境:スーパー、コンビ

・体力が弱っているので風邪

・風邪や感染症対策をお願い

ニ、おしゃれなお店も多数で

や感染症に注意してくださ

したい。換気、マスク、手洗い

便利。最寄駅まで徒歩 10 分

い。換気、マスク、手洗い等よ 等。

程、桜並木や広い道が駅まで

ろしくお願いします。

続き、店舗多数。

・室温は一定に保つよう管理

エレベーターの有無:あり。

してください。

〇風邪や感染症対策

段差:屋内は解消済み。
助線:トイレ・洗面所は自室の
前、台所・食堂には廊下あり。
必要な部分には手すり設値予
定。
気温:エアコン等が設置され
ており、特に心配ない。
特別な状

楽しみのある生活を目指して

(本人）

回復期リハビリテーション

〇楽しみのある生活が取り戻

況

いる。

・預けているペットの世話を

病院】全員

せる。

ペットの世話もしたいと、具

したい。

施設生活でも、C さんが以前

体的な目標や、生活イメージ

（家族）

の生活に近づけるようチーム

を本人がもっている。

・本人の楽しみを検討して欲

全体で支援をお願いしたい。

しい。
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