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アセスメント・モニタリングを深めよう

事例で学ぶアセスメント・モニタリングの実際
特集1

ポイント

介護保険法において 
求められるアセスメント

　厚生労働省は，「指定居宅介護支援等の事
業の人員及び運営に関する基準について（平
成11年７月29日老企第22号厚生省老人保健
福祉局企画課長通知）」において，「課題分析
標準項目」を示しました（表１）。
　介護保険制度上のケアマネジメントにおけ
るアセスメントでは，最低限この情報につい
ては収集しなければならないことになってお
り，この標準項目が網羅されていれば，どの
ようなアセスメントツールを使用してもよい
とされています。
　加えて，「指定居宅介護支援等の事業の人
員及び運営に関する基準（平成11年厚生省

介護保険法において
求められるアセスメント

令第38号）」において，「アセスメントに当
たっては，利用者の居宅を訪問し，利用者及
びその家族に面接して行わなければならな
い」とされ，「アセスメントの結果に基づき，
（中略）居宅サービス計画の原案を作成しな
ければならない」と述べられています。整理
すると，利用者の居宅において，標準項目を
網羅したアセスメントを実施することが求め
られていることになります。

アセスメントとは利用者理解

　アセスメントが「課題分析」とか「事前評
価」と訳されているのを見かけます。課題分
析というと，利用者ではなく課題または問題
を中心に置くような印象を持ちます。最近で
は，アセスメントは「利用者を理解する過程」
といった考え方が浸透してきています。支援
の中心が「問題解決」から「利用者の存在」
へと変化したことの表れではないでしょうか。

アセスメントの 
２つの枠組みとプロセス

　アセスメントで最も大切なのは，利用者に

アセスメントとは利用者理解

アセスメントの
２つの枠組みとプロセス

●利用者の生きることの全体像を理解
するためのアセスメントが大切である。
●アセスメントの７領域を意識する。
●「ニーズ」「目標」「手立て」は具体性
が命である。
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今の自分自身の“思い”を語ってもらうこと
です。その語りからは，主観的現実（利用者
が生きている世界）が垣間見えてきます。同
時に，ケアマネジャーが家を直接訪問して，
視覚や聴覚，嗅覚，皮膚感覚で確認したり，
多職種からの情報提供や診断書などのデータ
から確認できたりする客観的現実（他者から
見て確認できる世界）があります。アセスメ
ントは，利用者理解のために，大きくはこの
２つの枠組みで情報の整理をします（図１－
ステップ１）。そして，得られたこれらの情
報をベースに，利用者がどんな人で，どのよ
うな状況に置かれているのか，“生きること
の全体像”を見立てていきます。
　その結果導き出されるのが，利用者が今後
何を求めて，どのように生きていきたいのか
という「望む暮らし」です。そして同時に，
24時間の生活の至るところにある，望む暮
らしを阻む問題状況と，それを解決するため
のニーズや，生活をさらに豊かなものにする
ためのニーズを導き出していきます。ニーズ
には，利用者や多職種から見て明らかに顕在
化されたニーズに加えて，利用者や家族が気
づいていない潜在化したニーズがあります

（図１－ステップ２）。
　そして，ニーズが明確になって整理されれ
ば，ニーズの一つひとつに対して利用者の目
標を設定し，目標達成のための手立てを考え
ていきます（図１－ステップ３）。
　これがアセスメントの大きな流れです。
ニーズを導き出し，目標の設定をして手立て
を考えるプロセスは，アセスメントプロセス
のステップ２〜３に当たり，同時にケアプラ
ン作成もこのプロセスで行います。

情報の収集・整理 
〜アセスメントの７領域

　アセスメントとは，人が生きることの全体
像を理解するプロセスです。ここではICF
（国際生活機能分類）モデル１）を応用しなが
ら，利用者の24時間の生活に焦点を当てて，
アセスメントプロセスがしっかりと理解でき
ることを目標にします。
　アセスメントの７領域は，ICFモデルのカ
テゴリーである「健康」「心身機能・身体構
造」「活動」「参加」「環境因子」「個人因子」
の６つのカテゴリーに加え，「利用者の“語
り”」のカテゴリーを加えたものです（図２）。
本稿では，この７領域を利用者の「今」を理
解するための「アセスメントの対象領域」と

情報の収集・整理
〜アセスメントの７領域

基本情報
生活状況
利用者の被保険者情報
現在利用している
サービスの状況
障害高齢者の日常生活
自立度
認知症高齢者の日常生活
自立度
主訴
認定情報
課題分析
（アセスメント）理由

課題分析（アセスメント）
に関する項目

１
２
３

４

５

６

７
８

９

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
問題行動
介護力
居住環境
特別な状況

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

基本情報に関する項目

表１ 課題分析標準項目 図１ アセスメントプロセス

【見立て】 【見立て】 【手立て】
情報の収集・
整理

主観的現実・
客観的現実

情報の統合・
分析

ニーズの
明確化

目標の設定

具体的な手立
ての組み立て

アセスメント

ケアプランエビデンス（根拠）

ステップ１ ステップ２ ステップ３
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位置づけます。

●主観的現実世界
①利用者の“語り”
　アセスメントの基本は，利用者の“語り”
を聴くところから始まります。利用者・家族
が何を問題と感じ，何に困っているのか，な
ぜ支援を受けたいと思ったのか，今の自分を
どのように感じているのか，家族に対しどの
ような思いがあるのか，過去をどう理解し，
今の日常生活をどう感じ，今後（未来）はど
うありたいと思うかなど，利用者自身の言葉
で語ってもらい，その語りに耳を傾けなけれ
ばなりません。

●客観的現実世界
　客観的現実世界とは，誰の目から見ても事
実として把握できる現実世界です。他者の目
から見て確認できる利用者の状態，生活状況
や在宅環境，血液検査や血圧のデータ，他者
から聴取した利用者の個性や生活史などです。
　ここでは，客観的現実世界のアセスメント
対象カテゴリーとして，ICFモデルの６つの
カテゴリーについて見ていきたいと思います。

②健康状態
疾患
　対人援助における最優先倫理

4 4 4 4 4

は，「生命の
保護」です。ケアマネジャーは，まず命を守
るための情報を収集しなければなりません。
「健康状態」は，QOL（生活の質）全体に大
きく影響します。活動するにしても役割を果
たすにしても，先に「健康状態」を把握して
おかないと，大きなリスクが隠されている可
能性があります。「健康状態」で把握する情
報は，主に「疾患（病気）」です。再発を防
ぐこと，疾患の特徴や合併症，悪化予防のた
めの管理，悪化の徴候の把握方法などについ
て確認します。
　もう一つ大切なのは，処方されている薬の
把握です。特に忘れてはならないのが副作用
です。しっかりと調べて把握しておきましょ
う。
③�心身機能（心身機能障害）・�
身体構造（身体構造障害）

精神機能
　精神機能とは，注意機能，記憶機能，思考
機能，計算機能といった脳の持つ機能のこと
を言い，これらが障害を受けることを精神機
能障害と言います。抑うつ気分やうつ病，双
極性障害などの気分障害なども含まれます。
認知症の行動・心理症状（BPSD）
　BPSDは，「徘徊」「妄想」「粗暴行為」「異
食」「仮性作業」「アパシー（意欲の低下）」
「シャドーイング（つきまとい）」「せん妄」
といった表現で簡潔に申し送られます。この
ような専門用語は「症状」を示すものであり，
専門職間で「こういった症状があるので注意
してください」というリスクを申し送ること
が目的です。
　一方で，BPSDを利用者の“語り”と理解
すると，「徘徊＝早く家に帰らないと…子ど

図２ アセスメントの７領域

【主観的現実世界（主観的QOL) 】

①利用者の“語り”

【客観的現実世界（客観的QOL) 】

②健康状態（疾患)

③心身機能（心身機能障害)・
身体構造（身体構造障害)

④ADL・IADL （活動・活動制限) 

⑤役割（参加・参加制約)

相互に作用

⑥環境
（人的・物的・制度的)

⑦個性・生活史
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もと主人が待っているの」「粗暴行為＝あな
た誰？　私に触れるのはやめて！（叩く）」
「被害妄想＝あったはずのお金がない！　盗
られた！　買い物しないといけないのに…」
といったように，その心の内に視点が向きま
す。このように理解すると，利用者の心の中
にある「思い（欲求）」が見えてきます。
身体機能
　視覚，聴覚，嗅覚，味覚，触覚といった感
覚機能については，日常の生活（活動）の様
子を見て評価できます。咀嚼・嚥下機能につ
いては専門医の診断を必要としますが，食事
形態や食材で申し送ることができます。
　体幹や下肢の筋力についても，理学療法士
などの専門職による評価が基本ですが，臥床
した状態から立位，歩行までの基本動作（活
動）で評価することもできます。例えば，「床
からの立ち上がりは居間の机に手をついて
ゆっくりと可能」といった表現です。
身体構造
　身体構造とは，文字どおり「体」です。特
に重要なのが口腔です。残歯の状況，入れ歯
が合っているかどうか，舌苔の付着などは，
おいしく食事を食べるということ，誤嚥性肺
炎などの疾患予防において重要です。口腔内
の汚染は歯周病，誤嚥性肺炎，心疾患，糖尿
病などのリスクファクターになるとの指摘も
あります。
　また，皮膚の状態（色〈末梢の血流障害な
ど〉，傷，内出血，乾燥，むくみ，加齢によ
る脆弱性など）の把握も重要です。
④ADL・IADL（活動・活動制限）
　活動とは，具体的にはADL（日常生活動
作），IADL（手段的日常生活動作）で，基
本動作，入浴，食事，排泄，調理，買い物，
金銭管理，仕事，趣味といった日常生活上の
行為すべてです。活動は，生活場面ごとに具

体的に評価することが求められます。
生活場面ごとに具体的に評価する
　アセスメントで最も重要な視点は，「生活
場面を明確にする」ことで，客観的に評価で
きる（誰の目から見ても分かる）ことです。
そのためには，朝起きてから就寝までの24
時間の評価が求められます。睡眠，離床，更
衣，整容，食事，排泄，入浴，調理，買い物，
掃除といったように，生活場面を明確にする
ことで，誰の目から見ても同じ見立てが可能
になります。
活動を流れで評価する
　簡易的なアセスメントシートでは，ADL
を「自立・半介助・全介助」で評価している
ものがほとんどですが，これでは利用者の概
ねの状態像を申し送るに過ぎず，自立（支援）
に向けたアセスメントには程遠いと言えま
す。ケアプランを作成することを前提とした
アセスメントでは，ADLを生活場面ごとの
一連の流れで評価する必要があります。
⑤役割（参加・参加制約）
　参加というと，家から外に出て地区の役員
をしたり，何らかの集団に属して趣味活動な
どをしたりするようなイメージがあります
が，役割とは「『誰かと一緒に』『誰かのため
に』何かをする（活動）こと」と考えると分
かりやすいでしょう。例えば，近所の友人が
遊びに来てお茶を飲みながらおしゃべりをす
るだけで，そこには友人としての役割が存在
することになります。
⑥環境（人的・物的・制度的）
　環境は，大きく「人的環境」「物的環境」「制
度的環境」の３つのカテゴリーで整理します。
環境も「促進的」「阻害的」の２つの側面で
評価するのが基本となります。
人的環境
　「人的環境」とは家族や地域住民など，周
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囲に存在するすべての人です。どのような
「人」でも，必ず「促進的」「阻害的」の両面
があることを知っておきましょう。
物的環境
　物的環境とは，人の周囲に存在する「物」
すべてです。福祉用具，ベッド，トイレ，机
といった家の中に存在する物だけではなく，
家屋，道路，店舗，病院，公園，都市部，中
山間地といった地域環境，山，川といった自
然環境も含みます。
⑦個性・生活史
　個性とは，性別，人種，年齢，ライフスタ
イル，習慣，性格，気質といったものとされ
ています。重要なのは生活史も含まれること
です。人生は個々別々，まさに個性そのもの
です。

アセスメントの統合分析

　７領域にわたり収集された情報を整理した
後は，情報の統合・分析です。各領域がどう
相互作用して，「利用者の今」がどのような
状況にあるのかを理解しなければなりません。
　図３を見てください。Ａさんには，高血圧
と心不全があります。強い運動時の軽い喘鳴
と軽度の浮腫もあり，主治医から過度の運動
に注意するようにと言われています。しか
し，Ａさんは運動が好きで，ゲートボールを
これからも続けたいとのことです。ゲート
ボールで喘鳴や苦悶の症状が出たことはあり
ません。ゲートボール仲間もたくさんいて，
幸いなことにゲートボール場も家の近くにあ
ります。
　「７領域の情報の統合・分析」をした結果，

アセスメントの統合分析

図３ アセスメントの「統合・分析」のイメージ

主観的現実世界のQOL

客観的現実世界のQOL

矢印は相互作用を表す。
これが情報の統合・分析〈生きがい〉

ゲートボールが大好き！　　これからも続けたいの

〈健康〉
高血圧・心不全

〈心身機能・身体構造〉
軽い喘鳴（運動時）

浮腫

〈活動制限〉
過度の運動はできない

〈参加（役割)〉
ゲートボール（友人としての役割)

〈環境〉
ゲートボール仲間

近くにゲートボール場

〈個性〉
体を動かすのが好き

情報の統合・分析
Ａさんは，高血圧と心不全があって過度の運動は難しい
けれど…
でも，体を動かすことは昔から大好きで，仲のよいゲー
トボール仲間もたくさんいるし…
何よりも今のＡさんの生きがいはゲートボールだって…

ニーズの導き出し
病気に配慮しながら，ゲー
トボールを楽しむにはどう
したらいいかしら…
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ケアマネジャーは，「病気に配慮しながら，
ゲートボールを楽しむ」という，現時点での
Ａさんの役割ニーズを導き出しました。この
ニーズは，Ａさんのこのライフステージでの
自己実現ニーズとも言えます。

ニーズを導き出す

　Ａさんは，「ゲートボールが大好き！　こ
れからも続けたいの」と話しています。これ
はＡさんの「デマンド（要望）」です。
　もしケアマネジャーが十分なアセスメント
を行わずに，Ａさんのデマンドを受け入れた
としたらどうなるでしょう。結果は一目瞭然
です。場合によっては，心不全の発作で生命
の危機にさらされる可能性があります。
　利用者のデマンドは，時に利用者自身の不
利益になったり，家族のデマンドとぶつかり
合ったりする可能性があります。そうならな
いようにアセスメントにて，利用者の「デマ
ンド」と，ケアマネジャーの「プロフェッ
ショナル・ニーズ」の着地点として導き出さ
れるのが，「合意されたニーズ」です。Ａさ
んの事例で言うと，「心不全に注意しながら
無理なくゲートボールを続ける」ということ
になります。デマンドとの違いをしっかりと
理解しておきましょう。

アセスメントの結果を 
“見える化”する

　アセスメントの結果を共通理解するには，
「利用者の日常生活に落とし込む」ことが求
められます。「利用者の日常生活に落とし込
む」というのは，「活動（ADL・IADL）・役
割（参加）」をベースにして，「利用者の“語
り”」「健康状態」「心身機能・身体構造」「環
境（人的・物的・制度的）」「個性・生活史」
の情報を統合することです。具体的には，「就

寝（睡眠）」「離床」「整容」「入浴」「食事・
調理」「排泄」「買い物・掃除・金銭管理など」
「趣味・嗜好・余暇・外出など」といったよ
うに，生活場面を明確にしながらアセスメン
トの「統合・分析」の結果を落とし込むとい
うことです。生活場面をベースに情報を統合
することで，利用者・家族・多職種が何に気
をつけながら，何をしなければならないのか
が，具体的に共有できるようになります。そ
れではＡさんの事例で考えてみましょう。
　Ａさん（女性，80歳）はアルツハイマー
型認知症で，記憶障害，判断力低下，実行機
能障害，見当識障害（精神機能）という精神
機能障害があります。ほかにも高血圧があり
ます。便秘傾向にあり，主治医からは脱水に
注意するように促されています。下肢筋力が
低下しているため転倒リスクがありますが，
どうにか歩行は可能です。お風呂について話
を聞くと，昔からお風呂は大好きと家族から
聞くことができました。幸いなことに夫は介
護に協力的です。
　このようなＡさんの情報を統合して，プロ
フェッショナル・ニーズを導き出しました。
そして，そのニーズに配慮しながら，Ａさん
の「入浴」についての「手立て」を考えたの
が「入浴のプロセス」です（図４）。

ケアプランと 
モニタリングのポイント

●情報統合・分析の結果を 
ケアプランに落とし込む

　Ａさんをアセスメントした結果，表２のよ
うなケアプランを作成しました。ニーズと目
指すべき目標は理解できます。しかし，「サー
ビス内容」を見ると，「バイタルチェック」
と「介助による入浴」のみが記載されていま
す。これでは，目標達成のために，「誰が，

ニーズを導き出す

アセスメントの結果を
“見える化”する

ケアプランと
モニタリングのポイント
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どこで，何を，どのように」がまったく分か
りません。利用者の自助，家族の互助を生か
す視点もありません。多職種がアプローチし
ようにも，何に気をつけて，どのように利用
者の力を生かせばよいのかを共有（標準化）
することもできないのです。
　Ａさんの事例について，生活場面にプロ
フェッショナル・ニーズをしっかりと落とし
込みながら整理し，その結果をケアプランに
落とし込むと表３のようになります。生活場
面を明確にし，「自助（現有能力）・互助（イ
ンフォーマルサポート）・共助・公助

（フォーマルサービス）」を生かす視点，リス
ク管理などが具体的に分かります。情報の
「収集力，統合・分析力」は，「サービス内容」
に顕著に現れるのです。

モニタリングの評価軸は 
サービス内容にあり

　偏りのない情報収集と整理，統合・分析が
できていると，その結果が生活場面ごとに具
体性を持って明確化されます。それが「サー
ビス内容（手立て）」に具体的に示されると
いう話をしましたが，実はこの「具体的な手

モニタリングの評価軸は
サービス内容にあり

図４ Ａさんのアセスメントから導き出された入浴のプロセス

【Ａさん（女性，80歳）のアセスメント結果】

お風呂好きのＡさんの「入浴」について考える

プロフェッショナル・ニーズ 「入浴」のプロセスに落とし込む

・「気持ちよくお風呂に入りたい」　　・アルツハイマー型認知症（健康)
・記憶障害，判断力低下，実行機能障害，見当識障害（精神機能)　　・高血圧（健康)
・便秘傾向・脱水に注意（身体機能)　　・下肢筋力低下が見られ転倒リスクがある（身体機能)
・歩行は不安定だが可能（活動)　　・お風呂が好き（個性)　　・夫は介護に協力的（環境)

高血圧の悪化予防（数値の確認と状態の把握）【健康状態】

下肢筋力低下が見られ転倒リスクがある（身体機能の改善)
【心身機能・身体構造】

アルツハイマー型認知症の維持・改善
記憶障害，判断力低下，実行機能障害，見当識障害（精神
機能の維持・改善)
【心身機能・身体構造】

便秘傾向・脱水に注意（身体機能の改善)
【心身機能・身体構造】

お風呂か好き（語り）
【利用者の“語り”】

入浴前には血圧と脈と体温を測定する

見守り歩行で更衣所へ
できるだけ自分で服を脱ぐ

見守り歩行で浴室内へ
かけ湯をして，介助にて浴槽へ
できるだけ湯船に浸かってもらう
できるだけ自分で洗う

介助にて浴槽へ
できるだけ湯船に浸かってもらう
見守り歩行で更衣所へ

できるだけ自分で服を着る
髪の毛をとかす

見守り歩行でリビングへ
リビングでお茶を１杯飲む

気持ちよくお風呂に入り
たい。

気持ちよくお
風呂に入る。

病気に気をつけなが
らお風呂に入る。

デイサービスバイタルチェック
介助による入浴

解決すべき課題（ニーズ） 長期目標 短期目標 サービス内容 サービス種別

表２ 最初に作成したＡさんのケアプラン
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立て」がモニタリングの評価軸としてとても
重要なのです。
　目標として，「気持ちよくお風呂に入るこ
とができているか」「病気に気をつけてお風
呂に入ることができているか」を具体的に評
価するには，１つは，利用者・家族がどのよ
うに感じているのかを確認しなければなりま
せん。これは，主観的な現実世界をモニタリ
ングの評価軸にすることです。そしてもう１
つは，客観的な現実世界，つまり他者から見
た利用者のQOLが現在どのようであるかを
評価軸にするのです。そのためには，具体的
な手立てを明確にしないと，客観的にQOL
を評価することはできないのです。
　表３のケアプランのサービス内容を見てく
ださい。サービス内容（手立て）に具体性・
客観性があるので，誰の目から見ても，「で
きたか（達成），できなかったか（修正が必
要）」の評価が可能です。つまり，具体的な
「サービス内容（手立て）」は，そのままモニ
タリングの評価軸になります。もし，サービ
ス内容に「バイタルチェック」「介助による
入浴」とだけしか記載されていないとした
ら，具体的な状況把握のためのアセスメント
が始まってしまいます。それはイコール，モ
ニタリングやサービス担当者会議に多くの時
間を割くという結果につながります。適切な
モニタリングを行うには，ニーズや目標の具

体性に加えて，サービス内容（手立て）にも
詳細な具体性が求められることを知っておき
ましょう。

おわりに
　近年ではさまざまな考え方に基づいた事例
検討会が実施されていますが，利用者理解の
基本はみな同じです。利用者の生命が守れる
ことを前提としながら，利用者の“語り”を
土台にしつつ，役割や活動性をどのように高
めていくのかということです。そのために
は，本稿で示した「アセスメントの７領域」
をしっかりと押さえて情報収集することが求
められます。
引用・参考文献
１）中野穣：思考プロセスがわかる！　自立支援型ケア
プラン事例集，中央法規出版，2015.

２）中野穣：施設ケアマネジメント―利用者支援とチー
ムづくりのポイント，中央法規出版，2018.

気持ちよくお風呂
に入りたい。

気持ちよく
お風呂に入
る。

病気に気を
つけながら
お風呂に入
る。

デイサービス

Ａさん

デイサービス

入浴前には血圧と脈と体温を測定します。血圧が
160mmHg以上の場合はシャワー浴で対応します。
お風呂でもなるべく歩いていただきます。自分で
更衣を行い，体を洗いましょう。
転倒に注意します。
できるだけ湯船に浸かっていただきます。長湯に
注意します。
お風呂から上がったらリビングでお茶を飲んでい
ただきます。

解決すべき課題
（ニーズ） 長期目標 短期目標 サービス内容 サービス種別

表３ 生活場面にプロフェッショナル・ニーズを落とし込んで整理されたＡさんのケアプラン
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　居宅介護支援事業所の運営基準に，「介護支援専門員は，利用者の口腔機能の情報のうち必要と
認めるものを歯科医師に提供するものとする」という文言があります。しかし，実際の現場からは「口
腔のどのような点に注目すべきか分からない」「どのタイミングで専門職につなげたらよいか分からな
い」といった声をよく耳にします。
　本連載では，具体的な事例を通して，専門職とのスムーズな連携に役立つ内容を解説します。また，
お口の機能の一つ「食べる機能（摂食嚥下）」にも焦点を当て，在宅でも実践可能な食事・栄養管理の
イロハをお伝えします。
　本連載が，皆様のケアマネジメントの質を変える一助になれば幸いです。

2003年大阪歯科大学卒業。2007年同大学院修了，博士（歯
学）を取得。病院，施設，在宅の現場で，摂食嚥下診療やNST
に従事。日本老年歯科医学会認定医・摂食機能療法専門歯
科医師，日本摂食嚥下リハビリテーション認定士，大阪歯科
大学大学院講師（非常勤）。

多職種と

連携
しよう！

ケアマネジメントケアマネジメント

口腔機能と
食べるを支える

岩山和史
フリーランス摂食嚥下専門歯科医師

新連載

　皆さんの現場では，お口のトラブルにどの
ように対応されていますか？
　お口のトラブルは，極論すれば “生死には
関係のないこと” ととらえられ，そのまま放
置されることも少なくありません。しかし，
これが後に大きな問題につながることがあり
ます。今回は，お口のトラブル事例を通して，
リスク管理の方法を紹介したいと思います。

よくあるトラブル
◦歯が抜ける，折れる
　一般的に要介護高齢者の歯は，虫歯や歯周
病に罹患しています（写真１）。そのような
歯は強度が弱いため，いつの間にか折れたり
抜けたりすることがあります。もし，折れた歯
が鋭利であれば，その歯が舌や頬を傷つけま
す。一度できた傷は，自然治癒することが少な

く，後に大きな潰瘍（写真２）や，場合によっ
てはがんの原因につながることもあるのです。
　また，折れたことや抜けたことに気づかず，
歯が喉に落ち込んでしまうこともあります。
喉には２つの通路があり，異物が消化管に入
ることを誤飲，気管に入ることを誤嚥と言い
ます（図）。誤飲した（消化管に入った）歯
の多くは，消化されずそのまま便中に排泄さ
れますが，運悪く消化管に留まることがあり
ます。誤嚥した（気管に入った）歯の多くは，
咳（ムセ）で喀出されますが，運悪く喉詰め
を起こしたり，場合によってはさらに深い所
にまで落ち込み，肺の中に留まったりするこ
ともあります。
　このような形で体内に留まった歯は，体に
とって完全な異物です。時限爆弾を抱えてい
るようなもので，いつ体を傷つけるか分かり

要介護高齢者のお口を知ろう
～お口のトラブルとリスク管理
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ません。後に体内で出血および感染などの大
きなトラブル（例：腸管出血，誤嚥性肺炎な
ど）につながる恐れもあるのです。

◦義歯の不調
　義歯には部分入れ歯と総入れ歯（写真３）
がありますが，どちらもメンテナンスが必要
です。というのは，歯を支える歯茎は，永久
不変ではなく，毎日少しずつ変化をしている
からです。体がむくみやすい方は歯茎もむく
みやすく，痩せていく方は歯茎も痩せる傾向
にあります。このような変化によって，義歯
が歯茎にフィットしづらくなり，使用時に違
和感を生じやすくなります。
　もし違和感を覚えた時に，すぐに “歯医者
に診てもらいたい” と訴えられる方はよいの
ですが，合わない義歯をそのまま使ってしま
い，歯茎を痛めてしまう方もいます。
　また，勝手な自己判断で義歯の使用をやめ

要介護高齢者に見られる虫歯や歯周病写真１

虫歯 歯周病（歯槽膿漏）

鋭利な歯によってできた口唇潰瘍写真２ 誤飲と誤嚥図

誤飲
異物が誤って
消化管に入ること

誤嚥
食品，唾液，異物などが
誤って気管に入ること

総入れ歯と部分入れ歯写真３

総入れ歯

部分入れ歯

人工歯

人工歯
金具（クラスプ）

名前の印記

義歯床

義歯床
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てしまう方も少なくありません。義歯を外し
た状態では，食べられるものが軟らかいもの
に限定されますし，何を食べても味気なく感
じるため，これがきっかけで食欲が低下する
こともあります。
　さらに，一部の方は，歯がなくても歯茎で
噛めると思い込み，義歯を外した状態で固い
ものを食べようとすることがあります。しか
し，実際には歯茎では固いものは噛めません。
一見お口がもぐもぐ動いていると，歯茎でも
噛めているように見えますが，実際には食品
を無理やり丸呑みしているだけなのです。こ
れが，喉詰めにつながったり，消化器症状
（例：消化不良，嘔吐，未消化便，イレウス
など）につながったりすることもあるのです。

◦お口の痛み
　私たちにとって，お口の痛みは大きなスト
レスになるため，すぐにでも治したいもので
す。しかし，重い障害のある方は，痛みが
あっても，それをうまく言葉で訴えることが
できず，その代わりに感情や行動で訴えるこ
とがあります。例えば，イライラして怒りっ
ぽくなったり，場合によっては食事拒否や歯
磨き拒否などの介護抵抗につながったりする
こともあります。
　このような変化があった時に，介護者が “ど
こかに痛みがあるのかも？” と疑いを持てれ
ばよいのですが，それは知識や経験がないと
難しいかと思います。介護者がいくら介護を
手厚くしても，原因であるお口の痛みは治癒
しないため，解決に至らないばかりか，後に
介護疲れにつながってしまう恐れもあります。
　介護疲れが日常的になると，それを見かね
た医師は，感情や行動を落ち着かせるために，
薬剤でコントロールを試みようとすることが
あります。それにより一度は感情や行動は落
ち着きますが，やはりお口の痛みは治癒しな

いため，解決には至りません。そればかりか，
薬剤が増えたことで副作用が生じ，ADL低
下や傾眠などの新たな問題につながっていく
恐れもあるのです。

大変なことになる前に 
～現場での対応のポイント

◦まずはお口を覗いてみよう
　要介護高齢者のお口の構造は非常に複雑で
す。それは，人によって歯数や義歯の形が大
きく異なるからです。おそらく正確に把握す
ることは難しいため，まずはざっくりと大き
な変化を把握するようにしましょう。
　以下の項目は，少しお口を開けてもらえる
と，ある程度把握することができますので，
訪問時にぜひチェックしてみてください。

□尖っている歯はありません
か？

□なくなった歯（すきっ歯）は
ありませんか？

□義歯を使用していますか？

◦もし尖った歯があれば！？
　もし尖った歯があれば，その歯が舌や唇を
傷つけているかもしれません。本人や介護者
に痛みの有無や食事状況を聞き取りましょう。

「お口に痛みや�
� 傷はありませんか？」

「お食事は問題なく�
� 食べられていますか？」

CHECK POINT！

聞き取りの言葉
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◦もしなくなった歯があれば！？
　もし歯が少なくなったように見えたら，折
れた歯や抜けた歯を誤嚥・誤飲しているかも
しれません。その場合には，本人や介護者に
歯の行方や体調の変化を聞き取りましょう。

「歯が抜けたり折れたりして�
� いませんか？」

「抜けた歯や折れた歯は�
� 吐き出せましたか？」

「体調に大きな変化は�
� ありませんか？」

「お食事は問題なく�
� 食べられていますか？」

◦もし義歯を使用していなかったら！？
　もし義歯を付けず，ケースに入れっぱなし
になっている方がいたら，義歯に何か問題が
あったのかもしれません。その場合には，本
人や介護者に義歯の使用状況や食事状況を聞
き取りましょう。

「義歯を使っていますか？」

「義歯に不具合は�
� � ないですか？」

「お食事は問題なく�
� � 食べられていますか？」

◦参考：�お口の痛みで�
イライラしていませんか？�
～お口の痛みとBPSDとの関係

　前述のとおり，障害のある方は，痛みが
あっても，それをうまく言葉で訴えることが
できず，その代わりに感情や行動で訴えるこ
とがあります。認知症の方の場合には，それ
をBPSD（行動・心理症状）と言います。
BPSDには不穏，徘徊，暴言，暴力，介護抵
抗などさまざまな症状がありますが，お口の
痛みでもイライラやパニックを起こして，こ
のような症状を呈することがあります。
　もし，ある日を境にBPSDが強くなった場
合には，何となく “認知症が進行したのか
な？” と思うのではなく，“お口のどこかに
痛みがあるのかな！？” と疑ってみることも
必要です。

専門職につなげよう 
～紹介すべき専門職

◦医科との連携
　もし，折れた歯や抜けた歯を，誤飲または
誤嚥したことが明らかな場合には，必ず記録
として残し，（体調に大きな変化がなくても）
念のため主治医や訪問看護へ連絡を入れま
しょう。あとは，医師や看護師が判断し，適
切な検査（例：胸部や腹部のレントゲン撮
影）が行われると思います。

◦歯科との連携
　お口のチェックや聞き取りを行っていく
と，お口にいろいろな問題があることに気づ
くはずです。問題に気づいたら，やはり歯科
との連携が必要です。聞き取った内容を担当
の歯科に伝えるようにしてください。

◦参考：�歯科が在宅でできること�
～治療，口腔ケア，摂食嚥下

　歯科の診療内容を紹介します。最近は訪問

聞き取りの言葉

聞き取りの言葉
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用のポータブル機器が向上し，クリニック内
と遜色のない診療を行うことが可能になって
います。例えば，レントゲンを撮ること，歯
を削ること，入れ歯を調整すること，歯を抜
くことなど，多くの治療を行うことが可能で
す（写真４）。
　また，歯科衛生士は口腔ケアを行うことが
できます。いまだに世間では，口腔ケアを単
なる「食べかすの除去」と誤解されることが
あるのですが，本来の目的は「食べかすの除
去」ではありません。口腔ケアの一番の目的
は，「お口の雑菌（悪玉菌）から身を守る」
ことです。
　歯にうっすらついている歯垢は雑菌（悪玉
菌）の塊で，１ｇ当たり1,000億もの菌が存

在します（写真５）。このような雑菌は，歯
や粘膜を脆くするばかりか，他臓器にも悪影
響を及ぼし，肺炎，心疾患および糖尿病など
の全身疾患のリスクも助長するとされていま
す。ちなみに歯垢として目に見える雑菌はほ
んの一部で，実際には目に見えない雑菌が多
く存在します。それらの雑菌を除去し，全身
疾患のリスクを軽減するためには，やはりプ
ロの歯科衛生士による専門的な口腔ケアが必
要になります。
　一部の歯科は，摂食嚥下障害への対応も行
います。摂食嚥下障害＝食べること・飲み込
むことの障害です。「むせる」「のどがゴロゴ
ロ鳴る」「口の中に食べ物が残る」などの症
状に対応することができますし，硬いものを

訪問診療での歯科治療写真４

コンパクトな治療機器 治療機器を用いた虫歯治療

お口の雑菌（悪玉菌）写真５

歯垢（歯と歯茎の境目に付着）
歯垢の電子顕微鏡写真

（亀水化学工業　亀水忠宗先生提供）
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きちんと噛めているかどうかを調べることも
できます。また，専門の歯科医院は嚥下内視
鏡検査（VE）を使った検査も可能（写真６）
であり，その結果に基づいた食事指導やリハ
ビリテーションを行います（摂食嚥下障害へ
の対応に関しては，連載第２回以降で詳しく
解説する予定です）。

リスク管理について 
～うまく歯科を巻き込もう

　多くの方は，「何かがあった時」に歯科を
呼ぼうと思われているかもしれません。しか
し，トラブルはいつの間にか起こるもので
す。また，何か気づきがあったとしても “生
死には関係のないこと” ととらえられ，放置
されることも少なくありません。
　こういった現状を変えるには，「何かがあっ
た時」ではなく「何かが起こる前」に対応す
ることが必要で，そのためには訪問歯科との
連携が必要です。では，ここからはその訪問
歯科との上手な連携方法について解説します。

◦ケアプランに歯科を入れよう
　何か大きなトラブルに気づいてから歯科に
依頼をしようとしても，訪問までに時間を要
することがあります。手遅れとなってしまう
こともあり得るので，トラブルを防ぐには，
あらかじめケアプランに定期的な訪問歯科
（例：週に１回または２週に１回）を入れる

ことをお勧めします。歯科は “折れそうな歯”
“抜けそうな歯” “痛くなりそうな所” など，後
にトラブルにつながりそうな部位をおおよそ
把握できるので，その部位を定期的にチェッ
クしてもらいましょう。
　もともと，かかりつけの歯科があれば，そ
こに依頼をしてみましょう。かかりつけ歯科
がない場合や，かかりつけ歯科が訪問できな
い場合には，新たに訪問できる歯科を探しま
しょう。もし探し方が分からない場合は，地
域の歯科医師会に連絡をして，お勧めの歯科
医院を尋ねるようにしてください。
　かかりつけ歯科のメリットは，在宅介護に
とってだけではありません。もし，利用者が
病院に入院となった場合には，歯科はその病
院にも訪問することが可能です。入院期間中
には大きく体調が変化する恐れがあり，それ
に伴いお口のトラブルも起こりやすくなりま
す。口腔外科のある病院であればすぐに対応
すると思いますが，口腔外科のある病院は多
くありません。口腔外科がなければ，現場で
対応できるのはかかりつけの訪問歯科しかな
いのです。
　お口のトラブルは，どの現場にも必ずあり
ます。筆者はこれまで一般病棟だけではなく
救急治療室，手術室および隔離病棟など特殊
な現場にも訪問してきました。ある意味，歯
科は医療の中で最もフットワークの軽い職種
かもしれません。利用者の方にとっても，同
じ歯医者に継続して診てもらえることは，大
きな安心につながると思います。ぜひケアプ
ランにかかりつけ歯科を入れていただき，その
メリットを十分に活かすようにしてください。

◦歯科診療に同席しよう
　実は，歯科には不得意なことがあります。
それは他職種との連携です。一般的に歯科は
同業者の中での狭い世界で仕事をすることが

訪問診療での嚥下内視鏡検査写真６
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多く，他の医療介護職とあまりかかわらずに
過ごしてきました。そのため，在宅の現場で
は他職種とどのように連携すべきか戸惑うこ
とも少なくありません。
　例えば，皆さんが歯科とやり取りをする
際，話がかみ合わなかったり，頼りなく感じ
たりすることはありませんか？　また，歯科
が何の連絡もなく，いつの間にか治療に来
て，治療を終えていたことはありませんか？　
さらに，歯科からの説明文書に専門用語が多
すぎて，分かりにくかったことはありません
か？　それらは，連携の方法が分からず，戸
惑った結果であろうと思います。
　では，歯科との連携をスムーズにするため
には，どうすればよいのでしょうか？　まず
はケアマネジャーが歯科をうまく “教育” す
るようにしてください。“教育” というと大
げさに聞こえるかもしれませんが，これはそ
れほど難しいことではなく，単に歯科が慣れ
るまで，診療場面に（毎回でなくてよいので）
同席するだけでよいのです。その現場で，介
護者と一緒にお口の状況や，診療計画を聞い
て，診療の流れを把握したり，質問をしたり
するようにしてください。他職種にもその内

容を知ってほしい場合には，情報共有ノート
などを作製しておくのもよいかもしれませ
ん。定期的に同席をして，コミュニケーショ
ンを取ってもらうことで，歯科側も自然に効
率的な連携方法を学んでいくと思います。
　また，サービス担当者会議を開く場合に
は，ぜひ歯科にも声をかけてみてください。
忙しくて参加できない歯科が多いかと思いま
すが，一度参加してみたいと思っている歯科
もあります。
　いかに歯科をうまく巻き込むかが，介護の
質の向上につながります。ぜひ歯科にしか知
り得ないお口の情報を聞き取り，介護に役立
てていただきたいと思います。

おわりに
　お口のトラブルが，いつの間にか大きな問
題となり，利用者のQOLを低下させている
ことがあります。対応が遅れ “生死に関係す
る” ケースもたくさん見てきました。たかが
お口とあなどってしまうと，ケアマネジメン
トの “落とし穴” をつくってしまうことにな
り得るのです。ぜひ今回の内容をご参照いた
だき，現場でたくさんの気づきを得て，歯科
との連携を築いていただきたいと思います。
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特別養護老人ホームでの生活相談員を経て，
現職。前特定非営利活動法人長野県介護支援
専門員協会会長，前一般社団法人日本介護支
援専門員協会長野県支部長。長野県主任介護
支援専門員研修，長野県介護支援専門員専門
研修Ⅰ・Ⅱ講師，介護予防ケアマネジメント指
導者など，介護支援専門員に関する研修指導
や，訪問介護・通所介護などの研修活動にも従事している。

JA長野厚生連
北アルプス医療センターあづみ病院　居宅介護支援事業所

主任介護支援専門員／社会福祉士　中村雅彦

新
連
載

　筆者は2019年に『ケアプラン点検お助けガ
イド―適切な書き方・見直し方』を日総研出版
から上梓いたしました。本連載は，拙著の内容
を踏まえつつ，拙著の中では書ききれなかった
ものも追加し，居宅サービス計画（原案）作成
に必要な視点，技術，理論，実践のあり方など
について解説を加えていきたいと思っていま
す。内容としては，ケアマネジャー初心者にも
分かるようにと考えています。ベテランのケア
マネジャーにとっては「そんなことは分かって
いる」と感じられることもあるかと思います
が，あらかじめご理解をいただき，ご了承願い
たいと思います。
　連載第１回は，「自立」と「自立支援」につ
いてです。言葉の定義や概念をしっかりと理解
し，それを適切に用いることがとても大切で
す。それがなければ，何をすべきかが分からな
いまま仕事をすることになります。実際に現場
でも，言葉の定義や概念があいまいなまま進め
たため，支援が思うように展開できていないと
いう事例が後を絶ちません。まずは基本である
自立，そして自立支援をどのように展開してい
くかを整理してみましょう。

用語とその定義・概念の整理

　我々ケアマネジャーは，仕事の中で実に多く
の用語を用い，それをケアマネジャー以外の多
くの支援者，利用者などと一緒に使っていま
す。一見，関係している人が，すべての用語の
定義や概念を「共有」して，同じ土俵の上で用
語を用いているように見えます。果たして本当
にそれができているのでしょうか。
　例えば，「自立」という言葉はどのように定
義されているのでしょうか。自立の定義につい
て，介護保険の制度設計者は，「人の手を借り
ずに，日常生活を自分の力で遂行していくこ
と」としています。そのため，そこでの自立支
援は「自分でできるようになって，介護保険の
給付を減らすこと」となります。
　しかし，実際は，自立ができない利用者が少
なくありません。というよりは，そういう方の
方が圧倒的に多いでしょう。そうであれば，「自
立」の定義は，「自分の力でできるようになる」
というものではなく，「日常生活の中で必要な
動作の多くに他者の支援を必要としてはいる
が，自分自身の意思で，自分のこれからの生活

ケアプラン作成に必要な 
自立支援の視点

56 達人ケアマネ  vol.14  no.4



や人生をどうしていくのかを決定し，自分が満
足することができる生活を営むこと」という方
が当てはまるでしょう。
　前者の自立は「自立」と表現され，「手段的
自立」という意味になります。後者の自立は
「自律」と表現され，「人格的自立」という意味
になります（図１）。手段的自立を進める代表
的な方法が「リハビリテーション」です。人格
的自立を進めていく方法は，ケアマネジメント
の展開過程そのものです。このように，我々ケ
アマネジャーが「言葉の定義と意味」を正しく
理解し，それを土台として，その実現のための
方法論を考えていかなければ，支援は誤った方
向に進んでしまいます。
　例えば，自立支援が難しい利用者に対して，
自立支援のためのリハビリテーションを求めた
としても，その効果はどれほどのものがあるで
しょう。それよりも，現状の利用者自身が実行
できている活動に注目し，その活動が低下しな
い支援，その活動を日常生活の中で存分に活用
する支援が必要となっています。
　さらに，言葉の定義や意味を，利用者を含め
た関係者全体で「正しく，かつ同じように理解
する＝共有する」ことが重要になります。そう
することで「チームケア」を形づくることが可
能となっていきます。
　ほかの用語の定義や概念については，表を参
考にしてください。

ICFの考え方に基づく自立支援

　ICF（国際生活機能分類）では，活動を，実
行性を表す「している活動」と，可能性を表す
「できる活動」に区分けしています。これに基
づいた自立支援とは，「できる活動」を「して
いる活動」にすることです。つまり，「改善の
可能性のある活動」に着目し，それを「日常的
に実行している状態にすること」が自立支援と

いうことになります（図２）。
　この工程を活用して自立支援を図るためには，
次の３つの事柄を実践しなくてはなりません。

利用者の生活の意向を共有
　アセスメントで最も重要な要素は，「利用者
の生活の意向」を利用者・家族と共有することで
す。それが分かっていなければ，導き出すものが
分からなくなり，ケアマネジメントの展開過程は
ボタンを掛け違えたまま進む危険性があります。
　利用者の生活の意向とは，「利用者が満足す
ることができる暮らしの姿」のことです。「望
む暮らし方」「自己実現している姿」「QOLの
高い暮らし方」と同じ意味です。ここで留意す
ることは，「どこで暮らすのか」ではなく，「ど
のように暮らしたいか」を明らかにすることで
す。そして，「満足する暮らし方」は，利用者
の「これからの人生の目的」です。ただし目的
は，具体的な状況を表現していません。ここで
極めて重要な情報分析が求められます。それは
「目的を目標に変換する」という業務です。
　目的を目標に変換するとは，具体的な例で示
すと次のとおりです。
「目的＝日本で一番高いところに立ちたい」

「目標：富士山の山頂に立つ」

　つまり，目的である「満足する暮らし方」と
はどのような活動状況なのかを表現すること
（言語化すること・見える化すること）が不可
欠となります。
　例えば，「歩いている姿」であれば，「どこを

自立

手段的自立 自分のできる
ことを増やす

満足できる
暮らしを営む人格的自立

図１　自立の二面性

人格的自立の達成過程に
手段的自立が存在する
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表　用語の定義や概念

用語 定義・概念

成し遂げようと目指す事柄。行為の目指すところ。意図している事柄。（広辞苑より）

目印。目的を達成するために設けた，めあて。的。（広辞苑より）
具体的な活動状況として，判断できる状態として設定されるもの。

研究・論議して解決すべき事柄。（広辞苑より）
目標とする状態と現状とが乖離している状態。差が生じている状態。

目標と現状との「差」を解消するために，利用者自身が意思表示して取り組むもの。

課題を達成し，目標の到達のために用いられる方法論。

国際生活機能分類。特に「ICFモデル図」によって示される「生活機能の全体構造」を指す。

人が生きていくための機能全体を「生活機能」と言う。特に高齢期では，自立した生活を維持する
能力は重要であり，世界保健機関（WHO）は1984年に生活機能の自立を高齢期の健康の指標とす
ることを提唱している。ICFモデル図の中では，「心身構造・身体機能，活動，参加」を生活機能の
内容として分類している。

ICFモデル図で用いられる「心身機能・身体構造」を活用した，日常生活でのさまざまな動作。

ICFモデル図で用いられる「人生として望ましい状態」。「生活の目標」「望む暮らし方」と同義。

ICFの概念で，活動に含まれる状況のうち，実際に日常的に実施している活動のこと。「している活
動」を増やすことも自立支援の一つの方法と言われる。

ICFの概念で，活動に含まれる状況のうち，特殊な状況，ある一定の条件の下などの中だけで実施
できる活動のこと。可能性のある活動のこと。「できる活動」を「している活動」へと進化していく
ことも，自立支援の一つの方法と言われる。

ICFに基づく自立支援において，「できる活動」を「している活動」へと「進化」する過程の中で，
当面目標とする活動のこと。ケアマネジメントの支援の中では，長期目標として設定される可能性
のある活動のこと。

手段的自立（他者からの介入を受けない）としての「自立」と，人格的自立（自分自身の望むこと
が尊重され，入手できる）としての「自律」の両方を包含した用語。

他者に対して，相手が理解，納得できるように説明する責任を有すること。

当事者が自分で選択し，自分で判断して決定していくこと。

アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning：ACP）。今後の治療・療養について，
患者・家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセス。愛称を「人生会議」と言う。

バーセルインデックス（Barthel Index）。日常生活動作（ADL）を評価する方法の一つ。「食事，
移乗，整容，トイレ動作，入浴，歩行，階段昇降，着替え，排便コントロール，排尿コントロール」
の10項目を，それぞれ自立，部分介助など数段階の自立度で評価する。レベル分けの基準が項目ご
とに具体的に設定されているため，理解しやすく簡単に使用でき，広く活用されている。
自立度に応じて点数を設定しており，完全に自立している場合は100点になる。目安として，総合
点数が40点以下ならほぼすべての項目に介助が必要，60点以下では起居移動動作を中心に，介助
が必要だと推測することができる。
バーセルインデックスの評価基準は，「できる活動」を評価することになる。

機能的自立度評価法（Functional Independence Measure：FIM）とは，1990年にアメリカ合
衆国でGrangerらによって開発された日常生活動作（ADL）が，自力でどの程度可能かを評価する
方法である。
介護保険の中では，リハビリテーションの評価基準として，「している活動」を中心とした評価基準
として用いられている。

「生命・生活・人生」と訳すことができる用語。lifeをどう訳して用いているのかを考えていくこと
が重要になってくる。

利用者が満足することができる暮らし方が実現した状態。

他人の意見や感情などに，その人と同じように感じること。

１つのモノを２人以上が等しく理解し，共同で持つこと。共同主観化とも言う。

目的

目標

問題

課題

手段

ICF

生活機能

活動

参加

している活動

できる活動

する活動

自立

説明責任

自己決定

アドバンス・ケア・
プランニング

バーセル
インデックス

FIM

life

自己実現

共感

共有
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歩いているのか」「どこ
まで歩いているのか」
「どのような時に歩いて
いるのか」「どのような
方法で歩いているのか」
というように，「歩いて
いる姿」を明らかにする
ことです。このように，
「している活動」を最終
到達目標として設定する
ことになります。
　また，それだけではな
く，「将来のしている活
動」を実現するための
「できる活動」をイメー

ジすることで，「段階的な支援」を想定してい
くことができます。段階的な活動の到達点を
「する活動」と表現します。この「する活動」は，
現在の活動状況を将来のしている活動へと改善
していく際の「長期目標」として設定される活
動となります（図３）。

「将来のしている活動」と「現在の活動」の比較
　アセスメントの第２の要素は，「将来のして
いる活動」と「現在の活動」の比較です。それ
らを比較して，「どこがどのように異なってい
るのか」「どうして異なっているのか」「異なっ
ている部分をどこまで改善できるか」を分析し
ます。言い換えれば「問題の把握と原因分析」
です。これにより，現在の活動状況に対して，
どこに支援を行い，どのように改善していくの
かを明らかにすることが可能になります。つま
り，これを適切に行わなければ支援の入り口を
誤ってしまい，最小限の支援で最大の効果を得
ることが難しくなるということです（図４）。
問題の解決策のプレゼンテーションと 
利用者の自己決定支援
　アセスメントの第３の要素は，「問題の解消

環境因子 個人因子
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策のプレゼンテーション」と「利用者の自己決
定支援」です。利用者の生活の意向を達成する
ための解決方法（「問題＝活動状況の改善」の
ために必要となる手段（方法論）」）はさまざま
なものが想定できます。それは決して一つでは
ありません。ケアマネジャーは，複数の方法論
を考え，それらを利用者や家族に対してプレゼ
ンテーション（提案する）ことが必要となりま
す。プレゼンテーションの際は，各々の方法論
の長所，短所，コストの負担なども説明してい
くことが不可欠です。そしてもう一つ重要なこ
とは，この方法論は，利用者自身が問題解決の
ために何をしていくことが必要になるかを考え
たものであるということです。
　ケアマネジャーが方法論を提案し，その長
所・短所も含めて利用者や家族と一緒に協議
し，その中から利用者自身が自分で選んでいき
ます。ここで利用者は，「この方法論で，自分
がこういうことをしていく，それによりこうい
う活動を手に入れたい」ということを決定する
ことになります。この過程が「課題の明確化と
共有」というプロセスです。

＊　＊　＊
　一見すると面倒ですが，この過程を踏むこと
で，利用者は「与えられた生活」ではなく「自
らが求めた暮らし」を送ることができます。生
活の主体者としての利用者のポジションを明確
にし，利用者主体の支援を可能とするためにも
この過程を省くわけにはいきません。
　また，これを実施することで「利用者が主体
的にしていくこと」が明確になります。支援者
は利用者自身の支援の不足する部分を補てんし
ていくという役割構造を明確化していくことが
可能となります。つまり，居宅サービス計画書
２表の「サービス内容」の欄に「利用者自身が
すること」を明確に位置付けていくことが可能
となります。

支援の中での自立支援

　実際の支援では，利用者が自分自身の将来の
人生設計，自分の求めているものを明確に伝達
してくれるということは極めてまれなケースで
す。したがって「どのような暮らしが実現でき
れば満足することができますか？」という質問
は意味を成しません。実際にそのように問いか
けてみても，利用者は「何を言っているのか？」
「考えたこともない」という反応になるでしょ
う。というのも，利用者は疾病や障害があり，
これからの生活や人生に対して「明るい将来」
とか「希望」という肯定的な，前向きな思考で
はなく，「どうなるのか」「どうしたらよいのか」
という否定的な，後ろ向きな思考が勝っている
からです。
　そのような状況の中で「こうなったら満足す
ることができる」ということを考えたこともな
いのだから，「何を言っているのか？」という
反応になるのは当然のことです。問いかけても
まっとうな返事がないという状況は，利用者が
悪いのではなく，そのような問いかけをしたケ
アマネジャーの質問が悪かったということです。
　では，どのように問いかけをしたらよいで
しょうか。利用者は高齢になり，疾病を抱え，
障害も加わる中で日々暮らしを営んでいます。
当然，暮らしの中でさまざまな大変さや不便さ
を感じ，それが「困りごと」となっていきます。
ですから，「困りごと」を確認してみると，ど
のようにしたいのかが分かってきます。どのよ
うにしたいのかが分かってくれば，それを不便
なく行うためにどうしたらよいかも考えられる
ようになります。「困りごと」は，やりたいこ
とや手に入れたいものがあるが，現在の自分の
状況ではそれができない・手に入らないから
困っているという状況です。つまり，困りごと
を確認することは「やりたいこと・手に入れた
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いもの」を理解するための入り口になります。
これを進めていくことで「満足できる暮らし」
にたどり着くことが可能になります（図５）。
　私は普段のアセスメントの中で，「今の生活
の中で困っていることは何ですか？」という質
問をします。利用者は普段の困りごとをあれこ
れと話してくれます。それを受けて，次に「ど
うして困るのですか？」という質問をします。
ここで利用者は少し考えます。利用者からは
「不便だ」「家族の迷惑をかけている」「自分の
思っているように体が動かない」などの答えが
返ってきます。その答えを受けながら，「どう
したいと思いますか？」と質問を重ねます。こ
の質問の答えには，利用者の願望が表出されま
す。実現不可能な思いも含まれてきますので，
実現不可能なものは一度棚上げするという対応
が必要ですが，ここで真正面から「それは無理
です」という対応は避けた方がよいでしょう。
　このようなやり取りをしながら，利用者が満
足することができる暮らし方とその具体的な活
動を利用者や家族と一緒に考えていきます。こ
の時，私は頭の中で，目前の利用者がその必要
な活動をしている時の姿をイメージしていま
す。さらに言えば，そのイメージは静止画では

なく動画です。このイメージをつくっていく過
程はジグソーパズルのようなもので，イメージ
をつくり上げていく時，不鮮明な部分，分かっ
ていない部分が生じてきます。ここは自分が情
報を持っていないところです。足りない情報を
補ってイメージをつくり上げていき，その状況
を利用者や家族に提示（実際に絵を描いている
わけではないため口頭での説明になります）し
ながら確認と微調整をしていき，「最終的に到
達したい状況」を共有していきます（図６）。

自立支援を取り違えてしまった事例

事例
　Ａさん（78歳，要介護３）。80歳の夫と２人
暮らし。
　71歳の時に脳血管疾患を発症し，左片麻痺
の後遺症が残る。ベッドで臥床した状態から端
座位になるまでの動作は何とか自分でできる
が，それ以上の活動は自分一人ではできず，介
助を受けながら何とか動作ができる状態で在宅
で生活している。
　夫はＡさんが寝たきりになっては困るという
思いから，リハビリテーションを支援の中心に
とらえ，週２回の通所リハビリテーション（全

図５　困りごとの構造
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身の筋力の維持向上が主目的），週２回の訪問
リハビリテーション（座位保持からの立ち上が
り動作の獲得が主目的），そのほかに保険外と
して週４回の訪問マッサージ（麻痺側の拘縮予
防などが主目的）を利用する居宅サービス計画
を求めてこられた。担当ケアマネジャーもその
意向に沿った居宅サービス計画書を作成した。
そのほかに自費で住宅改修も行い，自室からト
イレ・風呂・食堂・玄関への動線上に天井走行
型リフトを設置した。
　このような支援を５年実施してきたある日，
Ａさんがヘルパーに対して，「私はいつになっ
たらおむつが取れてポータブルトイレで排泄が
できるようになるのだろう？」と言われた。ヘ
ルパーが返答に困って夫を見たら，夫は真っ青
な顔をして立ちすくんでしまっていた。
　その後，夫から，「私は妻が寝たきりになら
ないように，自分で立ち上がりができるように
なってもらわないといけないと思って，これま
でずっと自分で立ち上がりができるための運動
をリハビリテーションにも求めてきたし，ヘル

パーにも依頼してきた。しかし，５年間の支援
で得られたことは「ベッドから自分でつかまり
ながら立ち上がれる」ということで，それ以上
でもそれ以下でもなかった。私は「立ち上がっ
た後の活動」をまったく考えることなく，立ち
上がれればそれでよいと思って支援者にもそれ
だけを求めてしまった。５年もの月日をこんな
無駄なことに浪費して，妻の貴重な時間と機会
を奪い去ってしまった」と話されていた。
　その後，ケアマネジャーも夫の考えとＡさん
の意向を改めて確認し，おむつ外しからポータ
ブルトイレでの排泄を目指した支援に変更し
た。しかし，それから間もなくしてＡさんは脳
血管疾患を再発し，完全な寝たきり状態となっ
てしまった。

事例の振り返り

　Ａさんのリハビリテーションの展開について
の問題は，リハビリテーションを開始する時点
で最終到達目標を明確に設定しなかったことで
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す。そして，リハビリテーションについて利用
者と家族や関係者が目的や目標を共有しなかっ
たことが支援失敗の要因です。
　夫が，「寝たきりになっては困る⇒立ち上が
れなければいけない」というところで立ち止
まったままだったことは，５年間まったく変動
していません。支援の開始時点や早い段階で軌
道修正することは可能だったはずですが，それ
をしなかったことがこの結果をもたらしていま
す。軌道修正できなかった理由は，夫が強く思
い込んでいたこと，そして「立ち上がった後ど
うするのか」を考える機会がなかったことも要
因です。しかし，これは夫だけに原因があるわ
けではありません。リハビリテーションの目的
や目標をきちんと定めることなく支援を組み立
てたケアマネジャー，立ち上がりのリハビリ
テーションを機械的に提供してきただけの専門
職にも原因があります。
　中でも責任が重いのはケアマネジャーです。
ケアマネジャーは「リハビリテーションが必要
だから，家族がリハビリテーションを求めてい
るからリハビリテーションのサービスを使お
う」という発想で居宅サービス計画書を作成し
ています。何のためのリハビリテーションなの
か，何を目指してのリハビリテーションなのか
を考えていないのです。つまり，「サービス優
先アプローチ」をしてしまったことが最大の失
敗の要因です。だから，リハビリテーションが
実施されていればケアマネジャーとしてはそれ
で「問題はない」という評価になってしまった
ということです。
　もう一つ大きな要因は，サービス担当者会議
が機能していなかったということでしょう。リ
ハビリテーション専門職が，サービス担当者会
議の中で「何のためのリハビリテーションなの
か？」をケアマネジャーや夫に説いていれば，
状況が変わった可能性があります。しかし，

サービス担当者会議では，ケアマネジャーの作
成した居宅サービス計画原案を盲目的に容認す
るだけになってしまい，修正のチャンスを自ら
捨て去ってしまったのです。

事例からの考察

　自立支援において最も重要なことは，自立の
目的と目標を明確にすることであり，それを利
用者・家族・支援者（介護保険の担当者以外の
関係者を含む）が「共有」することです。また，
すべての関係者が，リハビリテーションは目標
を実現するための「一つの手段」という認識を
共有することができなければ，自立支援は不可
能になります。自立支援について共通認識を持
つことで，「サービス優先アプローチ」ではな
く「ニーズ優先アプローチ」で支援を展開する
ことが可能になり，目標到達のために段階的な
支援，支援者の連携と協働支援体制がつくられ
たチームケアを展開することができます。この
自立の目的と目標の共有が，自立支援の土台で
あり，自立する過程の中で最も重要な場面であ
るということを理解していくことが必要となり
ます。
おわりに
　自立支援は，自立だけを求めては意味がなく
なります。自立はあくまでも手段であって，何
のために自立していくのかという「目的」がな
ければ，自立支援の活動そのものが意味のない
活動となってしまいます。それは，利用者に
とってマイナスになるだけでなく，支援者に
とってもマイナスになりますし，大きく見れば
介護保険制度全体にとってマイナスになります。
　自立支援は，「手段的な自立」と「人格的な
自立」の「２つの自立」を同時に支援していく
もので，その結果得られるものだということ
を，常に心にとどめておいていただきたいと思
います。
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