日総研出版掲載
「施設ケアプランと記録の教室」
2011年11月20日発行 P.29〜P.33に掲載

要介護度別 施設ケアプラン記載事例集

地域社会との関係性を大切にした外出支援で
認知症高齢者の生活が安定【要介護４】
特定非営利活動法人地域の絆 代表理事

中島康晴

広島県認知症コーディネーター，社団法人広島県社会福祉士会会長，福山平成大学非常勤講師（社会福祉援助技術）
，認知症介護
研究・研修仙台センター「地域連携」担当講師（2008 ～2010年度）
。現在，県立広島大学保健福祉学専攻修士課程在学中。社会
福祉士，介護福祉士，精神保健福祉士，介護支援専門員。主な職歴は，生活相談員，介護職リーダー，デイサービス・グループホー
ム管理者。福祉専門職がまちづくりに関与していく実践の必要性を感じ，2006年２月特定非営利活動法人地域の絆を設立。学生時
代に参加した市民運動「市民の絆」の名前をヒントに命名。現在，広島県内で５カ所の地域密着型サービス事業所を開設運営。
地域の絆ホームページ http://www.npokizuna.jp/
「代表理事中島康晴のブログ」では，社会福祉に対するさまざまな思いを綴っています。

周知のとおり，認知症対応型共同生活介護は
2006年４月から地域密着型サービスとして位置

ます。②は，利用者の生活の継続性や地域包括
ケアの観点から設けた方針です。

付けられました。当事業所は，広島県福山市の

当グループホームでは，近隣に住む家族や地

公募を経て，2010年12月に事業者指定を受けて

域住民の面会が多くあります。娘と小学生の孫

開設した開業間もない事業所です。事業所の名

が定期的に来所し，道を覚えた後は，孫が一人

に

ご

前は「認知症対応型共同生活介護事業所仁 伍」

でグループホームへ顔を出すことなども珍しく

ですが，施設（建物）は「コミュニティホーム

ありません。運営推進会議で自治会長と利用者が

仁伍」と名付けています。小規模ケアや認知症

同級生であることが分かるなど，地域性を加味し

ケアが代名詞である既存のグループホームケア

た入居者の判定方針は，地域包括ケアの実践に強

に対して，地域密着型サービスに位置付けられ

くつながるものであると考える今日この頃です。

たことを色濃く前面に出し，そこに地域ケアや
地域包括ケアを強く付加した実践を行おうとい
う意気込みを表明してのことです。

入所時のＡさんの状況
本稿で紹介するＡさんも，これまで事業所の

今や，入所・入居施設は申込者が殺到する公

ある地域とは比較的縁のある生活を在宅でして

共性の高いものとなっています。その中で，私

いた方です。Ａさんは，事業所開設から間もな

たち「地域の絆」が運営するグループホームの

く入所されました。入所時のＡさんの状況は，

あり方を模索し，次の大きな２つの方針を打ち

表１を参照してください。

出した上で，入居者を判定しています。
①BPSDが顕著な利用者に対応していく
②事業所の近隣住民を優先して受け入れる

身体機能的状況としては，心臓と泌尿器に疾
患があるものの，日常的に医療機関との連携を
行えば特に問題はありませんでした。また，
ADLにおいても，入浴・排泄に一部介助が，

①は，グループホームケアの強みが生かせる

食事においては誤嚥の見守りが必要といった程

点を鑑みて，ADLの状況は比較的“良好”に

度でした。グループホームの平均的な入居者像

保たれているものの，認知症の症状が重い方に

から言えば，身体機能的状況は入居時から安定

積極的に対応していくという考えに依拠してい

傾向にあったと言えます。
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Ａさんの初回援助計画

資料
第１表

認知症対応型共同生活介護計画書（２）

認知症対応型共同生活介護計画書（１）
計画作成年月日

利用者氏名
Ａ

様

要介護状態区分

初回

照会

要介護１
要介護４

継続

要介護２
要介護５

○年○月○日

認定済

申請中

要介護３
その他：

Ａ

氏名

解決すべき課題（ニ−ズ）及び
本人の可能なことを強化するこ
と等で自立が促進される状況
外出してなじみの場所に行きた
い。

様

94歳

年齢

実現可能な生活の目標
長期目標

短期目標

なじみの場所や，地域 行きつけのお店へ外出するこ
の方との交流ができる。 とができる。

自分の思った時に自由に外出したい。
利用者の生活に
対する意向（希望） そのほか，行動を制限しないでほしい。
できる範囲で本人の思いどおりに外出
家族の生活に対する してもらいたい。
意向
なるべく本人の意思を尊重した対応を

いろいろな本を読んでみたい。

自分が読みたい本を選
んで，読むことができ
る。

自分が読みたい本を選ぶこと
ができる。

家族に会える機会がほしい。

家族と外出ができる。

家族と会う機会が確保され
る。

気持ち良く食事を取りたい。

心地良い環境で食事を
取ることができる。
気持ち良く排泄を行う
ことができる。

むせることの少ない食事形態
で食事を取ることができる。
ご本人のタイミングで排尿が
できる。

お願いしたい。
介護認定審査会の
意見及びサービスの
種類の指定
「外出したい」というご希望をできる
範囲で支援させていただきます。
ご本人の思いを尊重した生活ができる
ように，Ａ様とご家族と相談の上，共
生活の目標

体調管理を行い，健康維持に努
めたい。

に考えていきましょう。

ほぼ定期的に排便を行うこと
ができる。

疾病を抱えておられるので，毎日の体
調管理を主治医との連携の下で行い，
安心して生活できるように配慮させて
いただきます。

表１

生活の中で，日常的な
健康管理ができる。

日常的に主治医との連携を図
ることができる。

Ａさんのアセスメント情報

94歳，男性。要介護４，障害高齢者の日常生活自立度：J2，認知症高齢者の日常生活自立度：Ⅲa
身体機能的状況
〈ADL〉歩行：室内（自立） 屋外（杖を使用）
食事：見守り
入浴：一部介助（洗髪・洗身は十分にはできない）
排泄：一部介助（トイレの場所が分からないことがある）
更衣：一部介助（朝・夕の更衣などに介助が必要）
整容：一部介助
外出：一人で外出されることがある
〈IADL〉調理：全介助
洗濯：全介助

掃除：全介助
買い物：全介助

〈主な既往歴〉 心肥大，前立腺肥大

一方，精神心理的状況では，入居当初より環
境の変化に戸惑い，従来より外出意欲があった
ものの，それだけでは説明できないほどの高頻

精神心理的状況
グループホームに入所当初は環境の変化に戸惑っていたが，徐々
に自身の居場所であるとの認識を持ちつつある。現時点における課
題としては，居場所にはなりつつあるが，自身の役割や生きがいま
では見いだせていない様子であること。
社会環境的状況
長年税理士事務所を開業され，業界において多大な功績・実績を
残している。80代後半までは，税務に関する相談業務を行っていた。
水彩画を描くことが得意で，休日などは題材となる風景を求めて
外出することが多かった。柔道と囲碁は有段者の腕前。外出が日課
で，行きつけの飲食店が数件ある。

Ａさんの施設ケアプラン
作成のポイント

度な外出が見られるようになりました。社会環

このようなＡさんに対して私たちは，資料の

境的状況としては，税理士として第一線で活躍

初回援助計画に基づいて日々の援助活動を展開

した実績のある方であり，そのためか，活字に

していきました。当初，最も私たちが大切にし

対する反応が強く，掲示物や新聞などの活字を

たことは，Ａさんの外出の機会を決して制限す

集中して読むことができるという強みを持って

ることなく保障し，かつ，在宅で生活していた

います。また，水彩画を描くことや柔道，囲碁

際に行きつけであった“地域の居場所”を確保

が得意であり，多彩な強みを持っています。

することでした。日中によく通っていた喫茶店
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※１ 「保険給付の対象となるかどうかの区分」について，保険給付対象内サービスについては○印を付す。

要介護度

４

J2

障害高齢者の日常生活自立度

Ⅲa

認知症高齢者の日常生活自立度

支援内容
サ−ビス内容

※１

●外出に同行する。
●行きつけのお店（複数店）で食事ができるよう支援する。
●行きつけの喫茶店Ａ，Ｂに協力を依頼する。
●ご本人がどこに行きたいと思っているのか，一緒に考えてい
く。少し遠くで見守りながら，ご本人の意向を観察する。
●なじみのデイサービスの囲碁クラブへ訪問し，地域の方と囲碁
の対局ができるよう支援する。

○
○

●図書館へ外出し，ご本人の選んだ本を読んでいただく。
●借りた本の管理は事業所で支援する。
●借りた本を参考に，ご本人の思い（やりたいことなど）を伺う。
●ご本人の興味がある本を提供する。
●ご家族との面会および外出の機会を確保する。
●ご家族と職員のコミュニケーションを促進するため，「気づき
ノート」を居室に設置する。
●お茶・汁物にトロミ剤を使用して摂取していただく。
●食事中は職員が同じテーブルで食事を取り見守る。
●排泄パターンに応じたトイレ誘導を行う。
●排泄時には見守りを行う。
●排尿時の状態に変化がある場合は，主治医に報告・相談を行う。
●毎日の排泄パターンを記録する。
●水分をなるべく多く摂取してもらえるよう配慮する。
●食事内容に繊維質の多い物を取り入れる。
●主治医への報告・相談を定期的に行う。
●毎日の健康チェックを行う。
●主治医への報告・相談を定期的に行う。

○
○
○

○
○
○
○

担当者

頻度

認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
インフォーマル
認知症対応型共同生活介護

コミュニティホーム仁伍 職員
コミュニティホーム仁伍 職員
喫茶店Ａ，Ｂ
コミュニティホーム仁伍 職員

随時
随時
随時
随時

通所介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護

デイサービスセンターＢ
コミュニティホーム仁伍 職員
コミュニティホーム仁伍 職員

随時
随時
随時

インフォーマル
インフォーマル
認知症対応型共同生活介護

ご家族
ご来所時
ご家族
ご来所時
コミュニティホーム仁伍 職員
随時

認知症対応型共同生活介護

コミュニティホーム仁伍 職員

毎日

認知症対応型共同生活介護

コミュニティホーム仁伍 職員

毎日

サービス種別

Ｂクリニック Ｃ診療所 認知症対応型共同生活介護 各スタッフ
Ｂクリニック Ｃ診療所 認知症対応型共同生活介護 各スタッフ

随時
毎日
随時

認知症対応型共同生活介護
コミュニティホーム仁伍 職員
Ｂクリニック Ｃ診療所 認知症対応型共同生活介護 各スタッフ

毎日
随時

○
○
○

に行く機会を確保するため，職員間で情報共有

いのが現状です。

を図るばかりでなく，店主にも協力を要請しま

このように，資料のプランに基づいた援助活

した。結果として，店員の人手が十分な日には，

動を通じて，Ａさんの生活は徐々に安定してき

Ａさん一人で喫茶店に行くことも可能になりま

ました。居心地の悪さや不安感からの外出が減

した。

少し，Ａさん本人の考えや目的のある外出が増

また，Ａさんは囲碁の有段者であったため，
職員では太刀打ちできず，対局が続かないこと
がありました。そのため，地域の社会資源を活用
して，以前通っていたデイサービスの囲碁クラブ
でよく対局していた高齢者と対局する機会を設

えてきています。ここに，本援助計画における
一定の成果を見ることができました。

援助活動のかかわりの中から
見えてきた課題

けるようにしました。これらは，先ほどから申し

私たちのグループホームでは，週に１度，す

上げているとおり，地域包括ケアの視点に重きを

べての利用者を対象にしたカンファレンスを

置いている私たちらしい実践であると言えます。

行っています。一人の利用者にあまり長く時間

さらに，職業柄かＡさんは活字を読むことが

を取ることはできませんが，大きく，次の２つ

好きだったことから，図書館へ一緒に行き，興

の視点でケアの確認を行っています。

味ある本をＡさんが自分で探して読むという実

●

援助活動（かかわり）の中で

践も試みました。これについては，何度か出向

知り得た情報を共有する

いたものの，本の種類と量が多過ぎて，Ａさん

これは，
「利用者の思いはかかわりの中でし

本人に選択してもらうところまでは進んでいな

か理解することができない」という，自明の理
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モニタリングおよびカンファレンスで共通認識したＡさんのストレングスの可能性

表２
嗜好

コーヒー
蕎麦（行きつけのお店がある）
。
入浴（現在，毎日入浴されている）
。
現在外出できている行きつけの喫茶店
Ａ，Ｂ以外に，蕎麦屋Ｃ，食事処Ｄへも行
けるよう準備を行う。食事処Ｄへは夜間に
通っていたので，同じ時間帯に行けるよう
準備を行う。

仕事 税理士（80代後半まで税理士事務所へ
通い税務相談を実施。91歳で事務所を閉め
て家にいることが増えた）。現在も，仕事
に対して誇りを持っているように見受けら
れる。税務関係のなじみの専門書に対する
反応を見る必要性を感じる。

できること 自宅では朝食の準備をしていた。パンを焼いて，
紅茶を入れて食べていた。グループホームではやっていない。
水分摂取量が少ないが，もう少し飲むことが可能。
趣味特技 絵が好きであるとの共通理解はあり，団扇に絵を描
くなどの活動は行っていたが，水彩画にこだわった活動はし
ていなかった。
今までの生活習慣も鑑みて，外出時は水彩画の道具を持参
するよう試みる。外出中，気に入った風景があれば道具を差
し出して画を描いてもらう。完成した絵を地域の文化祭など
で展示することを目標に行う。かかわりの中で，子どもが頼
めば絵を描いてくれる場面も見られた。子どもが三輪車に
乗っている姿を散歩中に見かけ，笑顔で「かわいいな」と連
呼することもあった。子どもが中心の地元小・中学校の文化
祭への出展がよいのではないか。

に依拠しています。私たち援助者でもそうです

く，できる可能性（強み，すなわち夢，希望，

が，特に判断能力と言語化力の低下した認知症

特技，趣味など）にも強く着眼し，ストレング

高齢者においては，自分の困っていることやや

スモデルのケアマネジメントを念頭に置いたカ

りたいことを言語化して話すケースは極めてま

ンファレンスを実施しているのです。

れと考えるべきでしょう。そうであれば，私た

そこでは，表２のような「強み」の可能性が

ちはその思いを援助活動というかかわりの中で

抽出されています。現在外出支援ができている

察するしかないのだと認識しています。

行きつけの喫茶店Ａ，Ｂのみならず，行きつけ

そもそもニーズとは，固定化されたものでは

の飲食店であった蕎麦屋Ｃ，食事処Ｄへの外出

ないはずです。今日の「徘徊」と昨日の「徘徊」

も行うように検討されました。特に，食事処Ｄ

は，一見同じに見えてもその背景となるニーズ

に関しては，ほぼ毎晩夕食のために通っていた

が異なっていることなどは珍しくありません。

という生活歴があるため，同じ時間に訪れる計

つまり，ニーズは流動的かつ可変的なものなの

画に見直すことにしています。

です。であればこそ私たちは，初期のアセスメ

また，これまでも，
「近年に至るまで長年続

ントの結果にとらわれ過ぎることなく，援助活

けてきた仕事に対する自負心がある」と認識は

動というかかわりの中でその時々に感じた利用

していたものの，これといったアプローチを実

者の思いを共有することがモニタリングであ

践していませんでした。そのため，長年使い続

り，カンファレンスの場であると理解している

けてきた専門書を自宅から持参してもらい手元

のです。

に置くようにしました。

●

利用者のウィークネス（弱み）のみでなく，

そのほか，家族との会話の中から，若いころ

むしろストレングス（強み）に

から絵を描くことが趣味以上の存在であったＡ

着目した実践を試みる

さんの様子を窺い知ることができました。そこ

これは，私たちのケア観そのものになってい

で私たちは，もう少しその特技に焦点化した活

ます。私たちが「普通」にできることを基準に，

動をしてもらおうと考えています。また，以前

できていないこと（弱み）に着目するのみでな

の生活歴においては，外出時に自身の気に入っ
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た風景を前に筆を執ったと聞いていたので，外

②援助活動（かかわり）の中で職員が

出時には絵を描く道具を持参し，Ａさんが「絵

肌で感じた情報を基に，Ａさんの気持ちを

を描きたい」と思った際に差し出すようにして

察する取り組みを継続している

います。

これには，かかわりの中で知り得た情報がい

ただ，以前は水彩画に限定した認識ではあり

かに重要であるのかを共通認識し，それを言語

ませんでしたので，この点を改めて再確認し，

化して伝える個々の技術が求められることにな

今まで使っていた水彩画の道具と本人が描いた

ります。

絵を自宅より持参してもらうよう家族にお願い

③強み（ストレングス）に着目した

しました。また，描いた絵を地域の小・中学校

情報共有と実践方法が欠かせない

の文化祭に出展することを目標に掲げています。

「地域の絆」の各事業所においても，利用者

そのほか，自宅ではＡさんは朝食の準備を自

の夢や希望を聴く姿勢が希薄化しているように

身で行っていたにもかかわらず，グループホー

感じています。高齢者であっても，若い時に叶

ムでは職員が準備したものを食べています。そ

えることができなかった夢や希望があるはずで

こで，自宅同様の環境で，準備できることは本

す。そこにアプローチすることにこそ，生活支

人に実施してもらうことも再協議されています。

援者である私たちの面目躍如たるものがあるの

本事例の特徴と課題

ではないでしょうか。
しかしながら，
「言うは易し，行うは難し」

以上，当グループホームに入居したＡさんの

というのが私たちに広く共通した課題ではない

初期のケアプランと，その後のカンファレンス

でしょうか。本実践においても，カンファレン

およびモニタリングについて紹介しました。

スやモニタリングで共通理解はできたと思われ

本事例には，いくつかの特徴と課題が存在し

ます。後は，それを実践の中で検証していくこ

ます。そのことを最後のまとめとして述べたい

とが求められるのですが，そこには熟練した技

と思います。

術が必要になってくることでしょう。

まず，大きな特徴として，次の３つの点が挙

つまり，外出時に阿吽の呼吸で，本人がその

げられます。

気になる方法で道具を提示しなければ，本計画

①利用者の生活の継続性の観点から，

がうまく軌道に乗ることはないと考えます。Ａ

入居後も今までの地域との関係性を大切に

さんに絵を描くという動機が醸成されていない

継続支援してきた

状況で，結果として無理強いに当たるアプロー

これは，地域密着型サービスとしての事業所

チを続ければ，本人の強みを援助者が喪失させ

機能の強みを生かした実践であると言えます。

てしまうことにもなりかねません。

また，
「そのような事業所機能もアセスメント

残念ながら，ケアプランにはそこまで細やか

の項目に入る」と述べている研究者もいますの

なアプローチを表記することは困難ですので，

で，事業所の機能における強みと弱みをしっか

これには別途チーム内の詳細な共通理解が求め

りと認識し，強みを生かして，弱みを地域の社

られることでしょう。そこまでやって初めて，

会資源で補う実践を検討していく必要があるで

本ケアプランは実効性のあるものへと昇華する

しょう。

ことになります。
施設ケアプランと記録の教室
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