
アセスメントシート① 記入日 平成 年 月 日

氏名（ｲﾆｼｬﾙ） Y 性別 男 ・ 女 生年月日 M・T・S ２ 年５ 月 １日（81 歳）

ｻｰﾋﾞｽ利用開始年月日 2008（平成 20）年 ２ 月 １ 日

家族の状況 本人：回 ◎ 男：□ 女：○ 死亡：■ ●

ｷｰﾊﾟｰｿﾝ：☆ 主介護者に「主」 副介護者に「副」

同居家族は○で囲む 主介護者の状況（就労 or 非就労）

入所理由

胃がん切除の手術を行い、術後外泊許可を得て帰った際中に、尻もちをつき、胸椎圧迫骨折となり、歩け

なくなる。

夫は高齢であり、介護が困難なため、在宅復帰を目指したリハビリテーションを行うため入所。

主訴（本人・家族）

本人：自力で歩けるようになり、夫に負担を掛けることがなくなったら、家に戻りたい。

長女には迷惑を掛けたくない。

家族：楽しく生活してほしい。食事がきちんと食べることができれば嬉しい。

１ 心身の状況

1 要介護状態区分／

障がい程度区分
□非該当 □要支援 1 □要支援 2 □要介護 1 □要介護 2 ■要介護 3 □要介護 4 □要介護 5

2 認知症高齢者の

日常生活自立度
□自立 □Ⅰ □Ⅱa □Ⅱb ■Ⅲa □Ⅲb □Ⅳ □M

3 障がい高齢者の

日常生活自立度
□自立 □J1 ■J2 □A1 □A2 □B1 □B2 □C1 □C2

4 現在の主な疾患

感覚、麻痺、皮膚の状態 等

利用者の身体状況

・胃がん切除のため、胃が小さい。

・胸椎圧迫骨折のため、歩行にふらつきがある。手引き歩行で歩行

できる。

5 精神状態

認知症の有無、周辺症状

（BPSD）、見当識障がい

記憶障がい

・認知症 軽度（HRS-R18 点） 徘徊がある。

・質問に対しての答えが難しい。会話がかみ合わずどんどん話の内容が変わる。

・嬉しいことがあったときには、笑顔で応答する。同じ話を繰り返す。

6 掛かり付け医 ○□病院

7 服薬（現在、頓服、市販） ・便秘のための漢方薬

・アリセプト

8 既往歴（ 歳）

新しい順に上から記入

痛み・主傷病

治療中・経観中

・胸椎圧迫骨折（８１歳）経観中

・胃がん切除（８０歳）経観中

・便秘（自然排便ほぼなし）

・白内障の手術

9 平常時

バイタルサイン

平均体温 ３６．６ ℃ 血圧 上 １４０ ／ 下 ９５ mmHg

脈拍 ６０ 回／分 呼吸 ２０～２２ 回／分

10 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 状況 ・車いすからトイレに移乗するために手すりを持って立つ練習をしているが、恐怖心があり立

ち上がろうとしない。医師からは歩行可能といわれている。平行棒を使えばなんとか歩行可

能。

11 その他



2 日常生活の状況 している活動（現在の状況） できる、する活動 ニーズ、本人の思い

12 家事、IADL

調理、掃除、買物、金

銭管理、服薬状況

・現在は、自分の仕事として施設

のおしぼりを畳んでいる。

・ベッド周りの清掃は行っている。

・失行はあるが、麻痺はないた

め、居室の拭き掃除・洗濯畳

みができると考える。

・座位でできる掃除や洗

濯畳みなど、自分のこ

とはできるだけ自分で

したい。

13 移動 ・手引き歩行を行っているが、歩

行を嫌がるときには、車いすで

の移動を求めるときがある。

・普段の移動は多少の歩行は可

能であるため、安心感をもっ

てもらうことで歩行する機

会が増えると考える。

・できるだけ車いすを使

わず歩行で移動し、筋

力を維持・向上し、不

安なく歩行したい。

14 起居、移乗、寝返

り

・ゆっくりではあるが、自立して

いる。

・ふらつきに注意しながら、自

力で行える。

・転倒する不安なく起

居・移乗がしたい。

・寝返りを行いたい。

15 身じたく、着脱、

整容

・言葉の反応はできるが、失行が

あるため、職員に方法を説明さ

れながら、自力で行っている。

かぶりものの服は自分で脱ぐこ

とを嫌がる。

・いつも化粧をしマニキュアを塗

っている。

・着衣では着ることの説明をす

ることで服を着ることがで

きる。

・本人が着脱しやすい服を選ん

でもらえるような服を準備

し、着脱する。

・行動の意味を理解しな

がら、身じたく、着脱、

自力で順序よく整容し

たい。

・おしゃれを楽しみたい。

16 食事

食事形態、歯の状態

・偏食なく食事への意欲はあるが、

胃を切除しているため胃への負

担が掛かる。

・胸椎圧迫骨折のため、車いすへ

寄り掛かる姿勢で食べているこ

とが多い。

・胃に負担を掛けないような食

事形態で援助する。

・姿勢を保って胃への負担を軽

減する。

・おいしく楽しい食事が

したい。

17 口腔衛生 ・義歯は使っておらず、現在１２

本の歯が残っている。朝晩歯磨

きを自力で行っている。

・ふらつきに注意し、歯の磨き

方と意味を説明しながら、正

しく歯磨きを行う。

・朝晩、自力で正しく歯

を磨き口腔を衛生的に

保ちたい。

18 排泄 ・尿意・便意はあり、排泄前に声

掛けを行い排泄をしている。

・立位は可能であるが、ズボンを

脱がず便座に座ってしまう。

・排泄が済むと立ち上がることが

ある。

・夜間はオムツを使用している。

・排泄できる身体機能はある

が、着脱の手順が分からず、

手順を説明すれば正しく排

泄ができるため、陰部を拭く

ことを促すなど、正しく手順

を伝える必要がある。

・スムーズにトイレでの

排泄を行いたい。

・夜間は居室で安全にポ

ータブルトイレで排泄

したい。

19 入浴・清潔保持 ・毎日の入浴時は、洗い方を教え

てもらいながら、自分で洗って

いる。入浴方法は、手引き歩行

と手すりを使って移動してい

る。面倒くさくなり途中で洗髪

を止めてしまうことがある。

・本人の自尊心を傷付けないよ

う、洗う方法を一緒に行いな

がら本人が自分で洗うよう

に支援する。

・髪や身体を最後まで洗う。

・転倒に気を付け、毎日

楽しく入浴したい。正

しく身体を洗い清潔を

保ちたい。

20 睡眠 ・毎晩８時頃には就寝し、朝４時

頃に目覚める。いろいろなこと

が気になって眠れないと訴えて

いる。

・日中活動を行い、夜間はぐっ

すり眠れる。

・ぐっすり寝たい。

・現状を維持したい。

21 コミュニケーショ

ン

意思の疎通、メガネ、

補聴器の使用 等

・質問に対して、正しく理解でき

ず、意思疎通ができない。嬉し

いことがあったときは笑顔で応

答する。聴力に問題なし。

・内容の説明を分かりやすく行

い、本人が理解できれば、会

話がスムーズにできる。

・相手からの質問の内容

を理解し、楽しく会話

したい。

22 その他



３ 豊かさ している活動（現在の状況） できる、する活動 ニーズ、本人の思い

23 意欲・生きがい・

やすらぎ

・たまにピアノ教室の生徒がくる

ととても楽しそうに会話してい

るが、最近は面会がない。

・月に一度来る娘と話すときが心

のやすらぎになっている。

・娘や生徒さんが来たときに

は、楽しい時間を過ごしても

らえるよう、その人たちの時

間を大切にできるようにす

る。

・面会に来たときは、限

られた時間内で、楽し

い時間を居室で過ごし

たい。

・家に帰って夫と暮らし

たい。

24 余暇の過ごし方 ・自分の部屋でテレビ観賞をして

いる。

・折り紙を折って部屋に飾り、月

に一度娘が面会に来たときには、

プレゼントしている。

・Ｙさんの好きなことを、レク

リエーションに取り入れる

ことで、他の利用者との交流

の機会が増え、笑顔でいるこ

とが増えると考える。

・多くの利用者と、趣味

である活動を一緒に行

い、交流を増やしたい。

・日曜日には教会に行き、

礼拝したい。

25 役割（家庭／社会） ・以前は、小学校の教員であった。

退職後は、ピアノ教室の先生をす

るなど、社会的に教える立場で、

プライドが高い。

・家庭をとても大切にする人であ

る。

・ピアノを弾いてもらう機会を

用意し、利用者の前で披露す

ることで、自信を付ける。

・Ｙさんの可能な家事を任せ

て、毎日行ってもらう。（洗

濯畳み）

・自分の得意なものを人

に教えたい。好きな活

動を人に頼られて、行

いたい。

・家に帰り夫の世話をし

たい。

26 その他

4 環境 している活動（現在の状況） できる、する活動 ニーズ、本人の思い

27 生活環境、居住環

境

・居住環境は、１人部屋であり、

家族の写真が飾ってある。きれい

好きで居室はいつも清潔である。

ただ、ゴミ箱が分からず、部屋の

隅にゴミを置く。

・きれいにしてある居室空間を

大切にし、声掛けをすればゴ

ミ箱にゴミを捨てることが

できる。

・いつもきれいな居室に

していたい。ゴミを正

しくゴミ箱に入れた

い。

28 生活に必要な用具

（福祉用具）

・歩行時、手すり

・車いす

・平行棒（訓練時）

・身体機能においては、手引き

歩行が十分可能なため、手す

りを上手に使えるよう、手す

りの位置と場所と使用方法

を説明する。

・手引きや手すりを使用

し、自力で歩行できる

ようにしたい。疲れた

ときや、歩行に不安を

感じたときには、車い

すを使用し、自走した

い。

29 経済状況 ・夫婦とも教員の共済年金があり、

経済的にはゆとりがある。

・共済年金を退所後も使えるよ

う、管理をきちんと夫がして

いることをＹさんに伝える。

・退所後は、夫と旅行が

したいため、お金を大

切に管理していてほし

い。

30 家族関係 ・家族を大切にしてきたため、関

係は良好である。ただし、二女

は遠方に住んでいるため、なか

なか会えない。

・家族になかなか会えないが、

手紙を書くことができるの

で、月に一度は手紙を書くよ

う勧めてみる。

・家族と手紙のやり取り

を月に一度は行いた

い。

31 友人関係 ・友人は、近所に住む幼なじみが

半年に一度くらい来る。

・幼なじみのお話をするので、

話を職員が聴き、その時間を

大切にする。

・幼なじみと話した内容

で、うれしかったこと

などを、信頼している

職員に話したい。

32 サービス（制度）

の利用状況

・まだ利用をしていない。 ・認知力が低下している。 ・家族で今後のことを話

し合う必要がある。（成

年後見制度の利用の検

討）

33 その他



5 その他

34 価値観・生活習慣

誇り、嗜好 等

・交友関係が広く華やかにみえるが、金銭感覚は細かく、質素である。

・夫の俳句集を愛読している。

35 性格（個性）、こだわり ・普段は穏やかであるが、ときどき感情的になり怒りっぽい性格でプライドが高い。

・人の世話をするのが好きである。

36 生活歴・出身地 ・Ｇ県の出身であるが、結婚を機に、夫の実家があるＮ市に引っ越してきた。

・小学校教員（音楽）退職後、ピアノ教室を開いており、地域では、民生委員をして活躍

していた。

37 心理面

正の面、負の面、楽しみ、意欲 等

・入所前の楽しみは、幼なじみと、月に一度のお食事会を開催することだった。しかし最

近は、認知症から、話がかみ合わず本人の気持ちが沈みがちである。

・家に帰りたい気持ちが強く、施設での様々なことに前向きになれない。

38 特技 ・ピアノを弾くことや歌を歌うことである。

39 一日の過ごし方（現在） ・朝早く目覚めるが、日中はほとんど居室でいすか車いすで過ごしている。

・居室で、テレビ観賞をするか、折り紙を折っている。

40 その他 宗教等 ・日曜日には、教会で礼拝に参加している。信仰はとても深い。


