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　2021年度の介護報酬改定では，新た
な方針として「科学的介護の推進」が示
されました。これは，収集したビッグ
データから必要な情報をアウトプットす
ることで，介護の根拠を「数量的」に示
す取り組みの推進を求めたものです。と
りわけ，「利用者の『活動性の自立支援』」
の分野においては，その目標の設定，改
善プロセスの構築にあたり，より明確か
つ「客観性」を担保した根拠を挙げるこ
とが求められています。
　それを可能とする方法としてリハビリ
テーションの分野では，利用者の活動性
に対する「評価基準」のアセスメントの
際，比較軸としての基準を個人の判断に
任せるのではなく，バーセルインデック
ス（Barthel Index， 以 下，BI） や 機 能
的 自 立 度 評 価 法（Functional Indepen
dence Measure， 以 下，FIM） を 用 い
て客観的に評価しています。
　つまり，今後は介護支援専門員（以下，
CM）もBIやFIMを理解し，居宅サービ
ス計画の立案にあたりリハビリテーショ
ンを計画に位置付ける際には，これらの
基準を活用したケアマネジメントをする
ことが不可欠となります。
　そこで本稿では，課題分析標準項目と
BIやFIMの 関 係 性， 居 宅 サ ー ビ ス 計 画
作成に際してどのように活用していけば

よいのかを解説します。

BIとFIMとは何か 
～基本概念の整理

　BIは，リハビリテーションの世界で
は「標準の評価基準」となっています。
BIでは現時点の「できる活動」を評価
することが最大の特徴で，可能性を表す

「できる活動」の評価から，どの活動の
向上を目標とし，目標達成のためのリハ
ビリテーションをどう展開していくかを
考えます。
　FIMは，通所介護などでのリハビリ
テーションの展開（もっと言えば個別機
能訓練の展開）においてその評価基準と
して用いることが推奨されています。特
に，ADLの評価において，対象利用者
の「している活動」を評価し，「してい
る活動」を増やすこと，あるいは「して
いる活動」の活動状況の向上を図りま
す。また，FIMは各素点の評価基準が明
確で，誰にでも評価できる仕組みが取り
入れられているので，扱いやすいという
特色があります。

【BIとFIMの特徴】
BI：「できる活動」を評価する
FIM：「している活動」を評価する

課題分析標準項目と
BI，FIMの関係性・

居宅サービス計画への意識づけ
介護報酬改定の概要と
ケアマネジャーの仕事
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アセスメントにおける 
BIとFIMの活用

活用の基本的な考え方

　課題分析標準項目の中で，ADLの評価はか
なりのウェイトを占めています。逆に言えば，
ADLをどのような基準で評価するかによって，
課題分析の精度にかなりの誤差が生じてしまい
ます。また，CMと事業所などのサービス提供
者が「異なる基準」でADLを評価してしまう
と，居宅サービス計画原案の内容の検証におい
て，異なる基準で意見を表出することになり，
適切なチームケアができません。
　支援者チームが「共通の基準」で評価をする
ことはとても重要であり，その基準としてBI
やFIMを用いていきます。

ケアの方向性の違いとアセスメント

　図１で示したように，ケアの方向性には「改
善を目指す方向性」と「現状維持を目指す方向
性」の２種類があります。ケアの方向性の違い
は，アセスメントの視点やアセスメントの際に
重要視する情報の違いを生み出します。また，
FIMを重要視するアセスメントとBIを重要視す
るアセスメントにも違いがあり，それを理解し
ていないと適切な情報分析ができなくなります。
　次に，この点について解説していきます。

▼ 改善を目指す方向性のアセスメント
　「改善する」とは，現在の「ある活動状況」
に何らかの支援を一定期間加えることで，現在
よりも自立度の高い活動状況に変化することで
す。そのためには，次の視点が必要になります。
①�現在のどの活動状況を変える必要があるのか
を明らかにする。

②�現在の活動状況を，どの程度変えるのか（目
標となる活動状況）を明らかにする。

③�その変化のためにどのような支援を加えてい
けばよいのかを考える。

④�その変化のために，どのくらいの量の支援を
提供することで，いつごろになれば可能にな
るのかを明らかにする。

　このうち，②の「目標となる活動状況」を明
らかにする際には，「BIの視点」に基づいて「で
きる活動」を想定します。それを「最終到達目
標」に設定して，最終到達目標を達成する過程
で当面目指す「する活動」を長期目標として設
定します。

▼ 現状維持を目指す方向性のアセスメント
　今の生活・状況に満足できている場合，「こ
れからも現状を変化させることなく維持してい
きたい」と考えることもあります。その場合の
アセスメントの視点は，次のとおりです。
①�現在どのような活動が実行されていること
で，どのような満足感が得られているのかを
明らかにする。

②�満足感を得ることに寄与している「重要な活
動」に着目し，その活動が低下してしまう状
況，危険因子にはどのようなものがあるのか
を明らかにする。

③�危険因子などについて対策が講じられている
かを検証し，講じられている場合にはその妥
当性を検証する。講じられていない場合には
新たに講じる。

④�維持を目指す方向性の場合には，継続して危

改善を目指す
方向性

現状維持を目指す
方向性

状態像

時間経過

目標 状態像

時間経過

目標

図１●ケアの方向性
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険因子の存在を確認し，対策を講じていく。
　このうち，①を確認する際には，「FIMの視
点」に基づいて「実行している活動」の情報を
収集し，それを分析していきます。さらに，②
の情報分析の中で，FIMの視点から現在行って
いる「重要な活動」を明らかにしていくことが
求められます。
　「維持を目指す方向性」では，目標となる活
動はずっと変化しません。現在している活動
が，将来も行っていく活動となり，その代わり，
危険因子が変化します。そのため，モニタリン
グと評価を活用して，その時に必要な「してい
る活動を維持するためにするべきこと」を変化
させていく視点が必要となります。

実際のアセスメントにおける 
BIとFIM

　では次に，実際にアセスメントをする中でBI
とFIMをどのように活用したらよいかを考えて
みましょう。前述したように，BIは「できる
活動」，FIMは「している活動」を評価軸とし
ています。さらに，ケアマネジメントが「利用
者の自立支援」，特に動作的な自立を求めてい
こうとする時には，「できる活動」を評価軸と
して，どの活動が・どのような状態になる可能
性があるのかを評価することがとても重要です。
　しかし，「している活動」を評価した時にも，
現行のしている活動がもうこれ以上改善の余地
がないものなのか，もう少し向上できる余地が
あるのかを評価することが重要です。
　課題分析標準項目では「状況を表現」するこ
とが必要ですが，その具体的な方法については
定めがありません。となると，CMがそれをど
ういう基準で確認していくかが問われることに
なります。そのためにどのように状況を確認
し，何を基準として評価するかが重要です。
　そこで筆者は，普段の業務ではMDSHCを

活用して課題分析を実施します。その際は，
ADLなどの活動の評価では「している活動」
と「できる活動」の両方を確認し，情報を把握
するように努めています。例えば，食事動作に
ついて分析する場合，「自分で・箸を使って・
全量・毎回」の摂食ができるかを確認すると共
に，現在の活動状況をよりレベルアップした活
動に改善できるのかも評価します。
　これは，単に状況を確認するという意味だけ
でなく，将来の活動状況を見通し，「目標」と
する活動状況を見いだすためです。このように
して，できる活動から「将来のしている活動」
を推定し，目標化するようにしています。
　評価にあたっては，一人で評価し，目標を設
定することに自信が持てないというCMも少な
くないでしょう。私も，自分だけで判断するの
は怖いです。そこで，サービス担当者会議の中
で，自分が行った評価や推定した「将来のして
いる活動」およびそれらの根拠，そこから導き
出した目標の設定プロセスを示し，目標が妥当
なものかを検証してもらいます。また，例えば
退院時など医療機関のリハビリテーション専門
職の関与がある場合には，リハビリテーション
専門職の評価も確認し，協働で情報分析をする
ようにしています。
　いずれにしても，単独の分析・判断を押し通
すのではなく，専門職の専門性を活用すること
で，自身の判断の底上げも図っています。

できる活動と 
「将来のしている活動」の関係性

　「できる活動」は，そのままであれば単に可
能性を示しているだけです。そこに何らかの支
援を追加することで，可能性が徐々に変化（＝
向上）し，その活動が定着することで「してい
る活動」に到達することになります（図２）。
　この時に重要になるのが，「する活動」とい
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う発想です。「する活動」は，前述したように
「改善の過程における中間の到達目標（＝長期

目標）」です。なぜ「する活動」を設定する必
要があるのでしょうか。
　現在の「できる活動」をいきなり「している
活動」へと改善することも，不可能ではありま
せん。しかし，それにはかなりの時間を要しま
す。図２で示した変化の軌跡は便宜的に直線で
表現しましたが，実際には，右肩上がりの変化
をしたとしても，途中で変化のない平坦な状況

（プラトーという）が出現します。これを繰り
返し，「している活動」が獲得されるのです。
　これを利用者の立場に立って考えると，最初
の変化の兆しが見えない時期には，「これだけ
頑張っているのに少しも変わりがない。変わら
ないならやっても意味がないのではないか」と
いう感覚になり，それが改善のためのモチベー
ションの低下へとつながっていきます。次のプ
ラトーの段階でも同じことが繰り返されます
が，いったん改善した後に出現することで「も
うこれ以上良くならないのではないか」という
感覚が加わり，余計にモチベーションが下がる
こととなります。
　結果が出ない最大の要因は，利用者のモチベー
ションを維持していくのがとても難しいことな
ので，こうした状況は避けなければいけません。
　また，いきなり最終到達目標の達成を目指せ
ば，かなりの支援が必要となります。介護保険

下では，支援量が増えればコスト負担も増加し
ます。利用者の立場に立って考えると，「これ
だけコストをかけたのに結果が出ない」となり，
モチベーションは一気に下がってしまいます。
　これに対して，「長期目標＝する活動」を設
定する（より達成しやすい活動を当面の目標と
する）ことで，成果を実感しやすい，より少な
い支援（コスト）で結果を得られるというメ
リットがあります。
　いずれにしろ，「達成できた」という成功体
験を繰り返すことでモチベーションが維持でき
ます。ですから，「する活動」を設定し，より
達成しやすい状況を作っていくことが重要です。

居宅サービス計画の 
作成への活用

　次に，居宅サービス計画の原案を作成してい
く過程の中で，ここまで述べたことがどのよう
に活用されていくのかを解説していきます。

第１表

　まず，利用者の生活の意向を大きく見ると，
「利用者が満足することができる暮らし方」（将

来の人生の目的）になります。しかし，このま
までは具体的に何を目指していくのかが見えて
きません。そこで，次に必要になるのは「目的
を目標に変換する」作業です。
　「利用者が満足することができる暮らし方」
とは，「どのような活動が実行されていて，そ
れによって何を得ている状態か」と，具体的に
書き換えていくことが不可欠です。ここで出さ
れた「している活動」に到達するように支援を
することが求められるのです。

第２表

▼ 課題（ニーズ）
　将来のしている活動を手に入れるために利用

する活動＝長期目標と
しての「する活動」

目標＝将来の
「している活動」

できる活動

図２●できる活動からしている活動への変化の軌跡
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者自身が主体的に取り組むことが，「課題（ニー
ズ）」になります。この課題（ニーズ）設定の
ためには，「当面の目標となる『する活動』」に
到達するために，利用者自身が何に主体的に取
り組むかを考えることがポイントとなります。

▼ 目標
　課題（ニーズ）を設定する過程で，「する活
動」（長期目標）を設定します。そのためには，
FIMの視点で現在の活動状況を分析し，BIの
視点で可能性を確認します。
　短期目標は，「長期目標を達成するためには
何ができればよいか」という視点で設定しま
す。短期目標は複数設定することが可能です。
また，短期目標の内容に応じて目標達成のため
に必要な期間が長短します。

▼ サービス内容
　「サービス内容」は，短期目標を達成するた
めに必要な支援のことです。サービス提供事業
所と協議をし，FIMによって得られている現在
の「している活動」をしっかり共有し，支援全
体の最終目標である「将来のしている活動」お
よびBIによって得られた「可能性」を共有し，
そこから「する活動」を共有した上で，広義の
リハビリテーションの視点に基づいてサービス
内容を共同作業で作り上げましょう。これが，
居宅介護支援事業の運営基準で求められてい

る，「専門職の専門的見地に基づく計画原案の
内容の検証」です。

まとめ
　CMにとって「新しい言葉」であるFIM，BI
も，リハビリテーション専門職の間では，すで
に当たり前の言葉であり，当たり前の概念であ
るということを忘れてはいけません。ケアマネ
ジメントの土俵の中で，リハビリテーション専
門職だけでなく福祉系サービスの提供者もICF
の考えを持ち，「チームケア」として支援を提
供していくためには，新しい言葉，新しい概念
を常に学習し，理解し，活用していくことが責
務です。
　FIMもBIも， ア セ ス メ ン ト や 情 報 の 分 析 の
ためには欠かすことができません。将来的には，
LIFEからフィードバックされてくるデータも
併せて支援者チームがFIMやBIの視点で情報
分析をし，それに基づいてサービス担当者会議
を運営していくことは間違いありません。そし
て，そういう日がすぐそこまで来ていると考え
るべきです。CMが置いてきぼりにされないよ
うに，学習を進めていきましょう。
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