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アセスメントシート（１） 介護過程展開用紙

１ 基本情報 作成 年 月 日 作成者氏名

氏名（イニシャル）Ｙ 男・女 生年月日 明・大・昭 ２年５月１日８１歳

住所 Ｎ市 連絡先

家族構成（独居、高齢、同居、昼間独居）

同居者ｲﾆｼｬﾙ 続柄 年齢

Ｋ 夫 ８５

Ｔ 娘 ５７

Ｋ 娘 ５６

本人・家族の主訴（希望、利用目的）

・本人は、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、夫のいる家に戻りたい。

・現在の状態を続けていけたらいいと思う。食事をきちんと食べる事ができれば嬉しい。

家族関係、家族との親密度

・娘は夫の母親の介護を行っており同居することはできない。

・夫は本人と暮らしたいが高齢なため、介護することが難しく入所した。

・本人は認知症があるため状況を余り分かっていない。

個人の特性 生活習慣・信条（日課となっていること、大切にしていること）役割

・テレビを好んで見ている。食べることが好きで、中でも果物が大好物である。

・周囲の話すことに興味を示し、職員に話し掛けることが多い。 
・食事のときなどは、指定席でないと落ち着かない。

生活歴（学歴、職歴、結婚歴、趣味）

・学歴：小学校の教師（音楽）・退職後はピアノの教室を開いていた。

・結婚：２２歳のときに結婚し、Ｇ県から嫁ぎ先であるＮ市で暮らすようになった。

・趣味：ピアノ・テレビ観賞・歌を歌うこと・折り紙 
性格

・普段は穏やかであるが、時々感情的になり、怒りっぽい性格でプライドが高い

利用者の保険情報（利用のもの○ 該当事項記入）

介護保険、医療保険、生活保護、身体障がい者手帳（ ）

その他（ ）

障がい老人の日常生活自立度

J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
認知症高齢者の日常生活の自立度

正常 Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ

Ｍ

要介護度

要支援 Ⅰ Ⅱ

要介護 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

現在までに利用してきた施設・サービスの状況

施設利用 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 その他（ ）

訪問介護（月 回） 訪問入浴（月 回） 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ（月 回） 療養管理指導（月 回） 
通所介護（月 回） 通所ﾘﾊﾋﾞﾘ（月 回） 短期入所介護（月 回） 短期入所療養介護（月 回）

福祉用具（ 品目） 住宅改修（あり なし）

その他

本人：□･◎ 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）

85 歳 81 歳

57 歳56 歳
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２ 課題分析に関する項目

課題分析（アセスメントの理由 初回、 中期、 退院退所 ） 年 月 日記載

健康状態 原因疾患、発症・受症状日等

・胃がん切除

・老人性認知症

・胸椎圧迫骨折

合併症・コントロール状態

（高血圧、心疾患、糖尿病、呼吸器疾患）

下剤服用（現在なし）

廃用性症候群： ■軽度 □中等度 □重度

□起立性低血圧

□静脈血栓

退所先： ■自宅 □その他 □未定

精神面の機能：認知機能、情緒面

・質問に対しての答えが難しい。話がかみ合わずどんどん話の内容が変わる。

・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。 

参加 社会参加の意欲（外出、余暇活動）社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等

・フロアーに集まっても、一人でテレビを見ていることが多い。 
・レクリエーションがあればその場に参加することはできる。

・促せば一緒に手を動かしたり、歌ったりできる。

家族の生活機能（介護者・協力者の有無 介護医師、介護負担、主な介護者に関する情報、健康状

態、仕事の有無等）

・娘は夫の母親の介護をしながら専業主婦をしている。母親の介護は無理だが、面会には月１回訪

れている。

家屋状況 福祉用具

・一戸建て

・マンション（ 階）

エレベーター（有 無） 
・借家

・アパート（ 階） 
エレベーター（有 無） 

・トイレ（和式 洋式）

・浴室（有 無） 
・ベッド（有 無）

・車いす（有 無）

環境

住宅改修 ■不要 □要

危険箇所等の改修 ■不要 □要 

利用福祉用具等 □不要 ■要

車いすを使用

特別な状況、虐待、ターミナル等
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日
付

項
目

情報（主観的・観客的情報）

している活動（現状）

考えたこと（アセスメント）

できる活動 する活動へ（支援の視点）

ニーズ・課題の明確化

健 

康 

状 

態 
 
 
 
 

＜健康状態＞

既往歴 胸椎圧迫骨折

胃がん切除 老人性認知症

原因疾患

合併症・コントロール状態

廃用性症候群

その他

・胃がんを切除しているため胃は小さ

いが本人は食事への意欲があるた

め、食事以外に自分で購入したもの

を食べることも多い。 
・なるべく胃への負担を減らすように

食事形態を工夫し、食べ方などの援

助を行う必要がある。

・一時期機能が低下したため、関節可

動域が狭くなり、関節可動域訓練を

実施。現在は筋力トレーニングや歩

行訓練も行っている。

①胃への負担を減ら

したい。

②可動域訓練を継続

し、現状を維持・

向上させたい。

身 

体 

の 

機 

能 

・ 

構 
造

＜精神機能の特徴＞

認知

老人性認知症

感情

穏やかな性格だが時々感情的

になる

・徘徊があり物色行動があるため、行

動を観察し、本人の意志を傾聴でき

るよう支援する。

・突然怒ることがあり、暴力を振るう

ときがある。接するときには、言葉

遣いに気を付け本人の思いを尊重

する。

③行動の観察、本人

の意志の傾聴を行

い、徘徊や物色行

動を改善したい。

＜感覚＞

視覚障がい：○無 ・有 程度

聴覚障がい：○無 ・有 程度

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの障がい＝無・○有
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活

動

＜日常生活活動＞

移動

屋外移動

自立 見守り 口答指示

一部介助 全介助 行わず

交通機関利用（通院）

自立 見守り 口答指示

一部介助 全介助 行わず

階段昇降

自立 見守り 口答指示

一部介助 全介助 行わず

・普段の移動は多少の歩行は可能であ

るため、手引き歩行を行っている

が、歩行を嫌がり、車いすでの移動

を求めるときがある。

・外泊許可を得て帰った際、庭で草を

抜こうと力を入れた途端、尻もちを

つき、胸椎圧迫骨折となり、歩けな

くなった。以来リハビリテーション

のときと、居室内しか歩こうとしな

い。そのため、恐怖感をなくし、歩

く機会を増やせるように支援をし

ていきたい。

・現在、歩行はできるため、手引き歩

行での援助を行っており、階段では

手すりを活用することで歩行も可

能なため、見守りを行い、階段昇降

の援助を行う。 

④できるだけ車いす

を行わず歩行で移

動し、筋力を維

持・向上し、不安

なく歩行したい。

トイレへの移動

自立 見守り 口答指示

一部介助 全介助 行わず

車いす

・フロアからトイレまでは車いすを活

用してしるが、居室からトイレまで

は手引き歩行での援助を行ってい

る。フロアーからトイレまでの歩行

も可能な距離であるため、筋力を付

けるためになるべく歩行での移動

を援助する。

食事

自立 見守り 口答指示

一部介助 全介助 行わず

普通食

・偏食も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

をなるべく掛けないような食事形

態で援助する。

・食事は車いすへ寄りかかる姿勢で食

べていることが多いので、姿勢を保

って胃への負担を軽減する必要が

ある。

⑤おいしく楽しい食

事がしたい。

口腔ケア ・義歯は使っておらず、現在 12 本の

歯が残っている。毎晩歯磨きを自力

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、

正しく歯磨きを行ってもらいたい。
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日
付

項
目

情報（主観的・観客的情報）

している活動（現状）

考えたこと（アセスメント）

できる活動 する活動へ（支援の視点）

ニーズ・課題の明確化

活 

動

排泄（昼） 

自立 見守り 口答指示

一部介助 全介助 行わず

排泄（夜） 

自立 見守り 口答指示

一部介助 全介助 行わず

オムツを使用

・排泄前に声掛けを行い、排泄してい

る。 
・ズボンを脱がずに便座に座ったり、

陰部を拭かないときがある。

・夜間はオムツを使用し、ベッドでの

排泄となっている。昼間はトイレで

の排泄を行っているため、夜間でも

自分で排泄が行えるように排泄の

確認とタイミングよく声掛けをし、

ポータブルトイレでの排泄を行え

るようにする。念のためオムツの使

用をする。

⑥スムーズにトイレ

での排泄を行いた

い。 

⑦夜間ポータブルト

イレで自分で排泄

ができるようにな

りたい。

整容

自立 見守り 口答指示

一部介助 全介助 行わず

座位を保つ 

・言葉での反応はできるが、理解しな

いで行うと拒否があるため、行動を

示すことで一緒に整容を行いたい。

⑧行為の意味を理解

して気持ちよく整

容したい。

更衣

自立 見守り 口答指示

一部介助 全介助 行わず

・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が、脱衣で

はかぶりものの服は自分で脱ぐこ

とは困難であり、本人も脱ぐことを

嫌がり脱衣する理由が理解できな

いこともある。

・着脱しやすい服を準備し、本人に選

んでもらえるようにしたい。

⑨自立した着脱が行

えるようになりた

い。 

入浴

自立 見守り 口答指示

一部介助 全介助 行わず

・入浴時は自分で洗うことは可能だ

が、認知症のため洗う行為を理解で

きない。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。

⑩自分で洗える所は

自分で正しく洗い

たい。

家事

自立 見守り 口答指示

一部介助 全介助 行わず

・現在は、施設のおしぼりを毎日自分

の仕事と思って、たたんでいる。

睡眠・休息

睡眠パターンと睡眠時間

睡眠障がい あり なし

・毎晩 8 時頃には就寝し、朝までぐっ

すり寝ている。

・夜間はオムツを使用している。
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日
付

項
目

情報（主観的・観客的情報）

している活動（現状）

考えたこと（アセスメント）

できる活動 する活動へ（支援の視点）

ニーズ・課題の明確化

参 

加

＜社会参加＞

生活リズム：不眠や昼夜逆転

の有無

社会的活動の意欲や意志：

趣味、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ：ピアノ

好きな活動

日々の活動の参加状況

役割

人間関係：

＜個人の特性＞

年齢：８１ 性 女性

性格：穏やかだが時々感情的

宗教 信条や価値観

生き甲斐・願望：食べること

生活 生活習慣・信条

障がいに対する考え：

不安や悩みなど現在の心境：

＜環境条件＞

家族構成、家族関係：

家族の生活機能：娘は夫の母

親の介護をしているため、月

に１回の面接のみ

住環境、部屋の環境の安全性

など：

福祉用具、ｻｰﾋﾞｽの利用状況

車いす

・テレビ観賞が好きでよくテレビを見

ている。歌を聴くと思い出して歌う

ことから、認知機能を継続するため

にも、音楽療法を行い、楽しんでも

らいたい。

・人間関係が悪く、孤立してしまうこ

とがある。レクリエーションを行う

ことで他の利用者との交流を図る

機会を設ける必要がある。

・意思の疎通が図れないため、孤立し

がち。時間を掛けて本人のニーズを

引き出し、好きなことや、やってみ

たいことに挑戦してもらう。

⑪趣味の時間を増や

し、楽しく過ごし

たい。

⑫レクリエーション

を通して他の利用

者の方と話しがし

たい。

⑬他の利用者の方と

関わる機会を増や

したい。


