
アセスメント表（１）

実習生氏名 実習施設名

対象者（イニシャル）

（性別）

Ｙ

（ 男 ・ 女 ）

生年月日

（歳）

Ｍ ・ Ｔ ・ Ｓ

２年 ５月 １日 生（ ８１ 歳）

受け持ち

期間
年 月 日 ～ 年 月 日 計画立案日 月 日（ ）

１．身体の状況（身体機能・健康状態等）

１ 要介護状態区分／

身体障がい者等級

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

１級・２級・３級・４級・５級・６級・７級

２ 認知症高齢者の日常生

活自立度（ＡＤＬ）

Ⅰ Ⅱ Ⅱａ Ⅱｂ Ⅲ Ⅲａ Ⅲｂ Ⅳ Ｍ

３ 障がい高齢者の日常生

活自立度

Ｊ１ Ｊ２ Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ Ｃ１ Ｃ２

４ 障がいの状況

（身体・知的・精神）

・質問に対しての答えが難しい。会話がかみ合わず話の内容が変わる。

・うれ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。 
・徘徊があり、物色行動がある。

・身体面では、少し歩行に不安定なところがあるが、手引き歩行にて歩行が可能。

５ 現在の主な疾患 ・なし

６ 既往歴 ・胃がん切除（８０歳） ・白内障（手術をした）

・胸椎圧迫骨折（８１歳）

７ 服薬 ・下剤服用

８ 平常時のバイタル
（体温・血圧・脈拍等）

平均体温： ３６．６ ℃ 血圧： １４０ / ９５ mmHg

脈拍： ６０ 回/分 呼吸： ２０～２２ 回/分

９ その他 掛かりつけ医：△△医院 ○○○○医師

リハビリテーションの状況：毎日、理学療法士による歩行訓練を行っている。

２．日常生活の状況（活動状況、している活動）

項 目 現在の状況（現在している活動） 本人の活動の希望

10 移動（屋内・外出）

（移乗も含む）

・日中は車いすで過ごしている。転倒に対する不

安がある。

・医師によると、歩行は可能で、平行棒を使えば

なんとか歩くことができるため、手引き歩行を

行っている。

・リハビリテーションでは、車いすからトイレへ

移乗するために手すりを持って立ち上がる訓

練をしている。

・居室では、「歩く練習をしませんか」と声を掛

けると「はいはい」と答えるが、車いすから立

ち上がろうとはしない。繰り返し声を掛けると

「分かっているわよ」と顔をそむけてしまう。

・再び、尻もちをついたり、転

倒したらいけない。しかし、

このままではいけないという

焦りもある。そのため、でき

るだけ車いすを使わず歩行が

したい。

・筋力を維持・向上し、不安な

く歩行したい。

【解答例】



11 身じたく

（更衣・整容）

・言葉の反応はできるが、失行があるため、介護

職に方法を説明してもらうと自分で着替えが

できる。

・起床時に洗面し、化粧・口紅・頬紅を自分で塗

る。

・面会があるときは「よそ行き」を着て、真っ赤

なマニキュアを塗る。

・面会のない日は、着るものに無頓着で汚れがあ

っても気にしない。

・自分の力で身じたくを整えた

い。家族やお客様が来るとき

は、きちんと身だしなみを整

えてお迎えしたい。

12 食事

（口腔ケアも含む）

・食事量は２分の１程度と少ないが、普通食で偏

食はなく一人で食べることができる。

・胃を切除しているため胃への負担が掛かる。

・食堂で他の利用者と食事をすることが嫌で、自

室での食事を希望する。

・食事は、車いすへ寄り掛かる姿勢で食べている

ことが多い。

・口腔ケアは、介護職が方法を説明すれば、自分

でできる。うがいもできる。

・ユニットの人たちと一緒に食

事をするのではなく、自分の

部屋で、おいしく食事がした

い。

13 排泄（排尿・排便） ・尿意・便意があり、昼間は車いすでトイレに行

っている。

・日中は、時間を決めてトイレに誘導し、介助を

行っている（尿取りパッドを使用）。

・夜間はオムツを使用している。

・便秘があり、緩下剤をもらっているが、「癖に

なったらいけないから」と服用を拒む。漢方薬

は副作用がないからという介護職の説明を受

けて服用しており、便通はある。

・立位は可能であるが、ズボンを脱がず便座に座

ってしまうことがある。

・排泄が済むと立ち上がろうとする。

・薬の服用はできるだけしたく

ないが、漢方薬を飲まないと

排便がないことが気になって

いる。そのため、トイレでス

ムーズに排泄がしたい。

・夜間、排泄したいときは、ポ

ータブルトイレで安全に排泄

したい。

14 入浴・清潔保持 ・浴室までは車いすで行き、浴室内では、手引き

歩行と手すりを使って移動している。

・入浴時は、洗い方を教えてもらいながら、自分

で洗っているが、途中で「もうしんどい」と言

い、洗身や洗髪をやめようとすることが多い。

・毎日入浴している。

・浴室のタイルが滑りそうで、

転倒の不安がある。

・ユニットの人たちと一緒に入

浴するのではなく、一人で毎

日楽しく入浴したい。

・転倒に気を付、正しく身体を

洗い、清潔を保ちたい。

15 睡眠 ・日中、車いすでうとうとすることが多いが、毎

晩８時頃には就寝し、朝までぐっすり寝てい

る。

・睡眠障がいはない。

・いろんなことが気になって眠

れないからぐっすり就寝した

い。

16 コミュニケーション ・言語は明瞭で、発声もよい。認知症の進行によ

り、質問したことに対して、正しく理解できて

いないことがある。

・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。

・相手からの質問の内容を理解

し、楽しく会話したい。

・みんなからよい人と思われた

い。

17 家事

（洗濯・掃除等）

・現在は、施設のおしぼり畳みを自分の仕事とし

ている。

・座位でできる掃除や洗濯物畳

みなど、自分のことはできる

だけ自分でしたい。

・家族のために家事をしたい。



３．生活の豊かさについて（参加）

項 目 現在の状況（現在している活動） 本人の活動の希望

18 入所前の職業

仕事

・小学校で教員を務めていた。

・退職後は、ピアノ教室を自宅で開いていた。

・年に１回は、市の公会堂やホテルで発表会をし

ていた。

・地区では、積極的に民生委員の仕事をしていた。

・教え子に会って、当時の話に

花を咲かせたい。

・「先生」と呼ばれることが嬉し

い。

19 趣味・生きがい

興味のあること

・たまにピアノ教室の教え子がくるととても楽し

そうに会話をしている。

・月に１度来る娘と話すことで心が安らぐ。

・音楽に興味があり、グランドピアノをじっと見

つめていた。

・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。

・昔のように、ピアノが弾きた

い。

20 余暇の過ごし方

一日の過ごし方

・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。

・夫の俳句集をいつもベッドに置いて読んでい

る。

・多くの利用者と、趣味や活動

を一緒に行い、交流の機会を

増やしたい。

21 役割

（家庭・社会等）

・現職のときには、小学校の教員であった。

・退職後は、ピアノ教室を開き、教育に関心が高

く、プライドも高い。

・民生委員を務めており、責任感が強い。

・家庭をとても大切にする。

・自分の得意なものを人に教え

たい。

・人に頼られたい。

22 その他

４．生活環境について（環境因子）

項 目 現在の状況（現在している活動） 本人の活動の希望

23 生活環境

（住居）

・介護老人保健施設に入所している。

・居室は、２階にある一人部屋で、ベッドを使用

している。

・ユニットケアである。

・自分の居室に余り他の人が出

入りしてほしくない。

・一人の時間を居室で過ごした

い。

24 生活に必要な

福祉用具

・車いす。

・手すり。

・車いすでほとんど生活してい

るが、転倒に気を付けて、自

力で歩行したい。

25 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。

・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。

26 家族関係

介護の状況

・長女は夫の母親の介護をしている専業主婦であ

る。そのため母親であるＹさんの介護は難しい

が、面会には月１回訪れている。

・夫は、２日に１回面会に訪れる。

・娘に迷惑を掛けたくない。

・面会に来てくれるだけでとて

も嬉しい。

27 サービス（制度）の

利用状況

・まだ何も利用をしていない。 ・認知症が進行し、今後、いろ

いろなことが理解できなくな

ることが不安なため、任意後

見人を決めておきたいと考え

ている。

28 その他



５．その他の状況（個人因子）

項 目 現在の状況

29 生活歴

生育歴・出身等

・Ｇ県出身。農業を営む両親の下４人兄弟の長女として生まれた。

・結婚を機に、夫の実家であるＮ市に引っ越してきた。

・小学校の教員（音楽）を務めており、退職後は、ピアノ教室を開いていた。

・地域では、民生委員として活躍していた。

30 性格・個性 ・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。

31 習慣・価値観 ・交友関係が広く生活は華やかに見えるが、金銭感覚は細かく、質素である。

32 主な収入源 ・共済年金

・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。

33 その他 ・家に帰って、夫の世話をしたいと思っている。



ＭＥＭＯ

＜家族構成＞

本人： ◎ 男：□ 女：○ 死亡：■ ●

キーパーソン：☆ （ 同居家族は○で囲む ）

＜入所理由＞

胃がん切除の手術を行い、術後外泊許可を得て自宅に帰った際に、尻もちをつき、胸椎圧迫骨折となった

ため歩けなくなった。自力で歩行ができるように訓練を行い、食事の摂取が適切に行えるようになって自宅

復帰を目指すため入所した。

＜主訴（本人・家族）＞

本人：自力で歩けるようになって、家族に迷惑を掛けることなく、夫のいる家に帰りたい。

家族：現在の状態を維持してほしい。食事をきちんと食べることができたらうれしい。

８５歳８１歳

５７歳 ５６歳


