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介護予防とは

高齢者が要介護状態等になることの予防、

要介護状態等の軽減・悪化の防止を目的と

している。

高齢者の運動機能や栄養状態といった心身

機能の改善を図るだけでなく、日常生活の活

動を高め、家庭・社会への参加を促すこと

が重要。



介護保険制度の基本的考え方

第一章 総則(目的）第一条
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等
により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練
並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等につい
て、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び
福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に
基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要
な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を
図ることを目的とする。
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介護保険制度の基本的考え方
（介護保険）第二条

介護保険は、被保険者の要介護状態、又は要支援状態（以下
「要介護状態等」という。）に関し、必要な保険給付を行うものと
する。
２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に
資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行わ
なければならない。
３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状態、その置かれて
いる環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療
サービス及び福祉サービスが、多様な事業所又は施設から、総合
的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。
４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状
態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配
慮されなければならない。 4



（国民の努力及び義務）第四条
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴っ
て生じる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めると
ともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテー
ションその他の適切な 保健医療サービス及び福祉サービスを
利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものと
する。
２ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費
用を公平に負担するものとする。

介護保険制度の基本的考え方
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介護予防とは

①高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ。

(発生を予防･早期発見)

②要支援・要介護状態になっても状態がそれ以上

に悪化しないようにする。

(生活機能の改善・維持・悪化の遅延)が基本。

·

· いつまでもその人の生活・人生を尊重し、できる限り
自分らしく、自立した生活を送れるように支援すること

· 自立支援（介護保険の基本理念）



介護予防を重視する背景
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介護予防導入のきっかけ

①軽度の認定者（要支援・要介護１）の大幅な増加

②軽度者の原因疾患の半数は、体を動かさないこと
による心身の機能低下



低栄養

介護予防を重視する背景

虚弱

口腔機能
低下

転倒

認知機能
低下

軽い
尿漏れ

早期発見が困難



平成28年版厚生労働白書－人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える－
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「悪循環」のスパイラル

さらなる
身体活動の減少

身体活動の減少

筋の萎縮
エネルギー減少

運動不足

できる事ができなくなっていく
不安の発生
あきらめ

低体力・低栄養

身体の崩壊

病気・老年症候群の発生
加齢

(Berger BG,1987より一部改変)

環境の変化、年だから

意欲の低下

免疫力の低下

食欲の低下

孤立・孤独、気力の消滅



「悪循環」から「好循環」へ

心身機能の維持

習慣的な運動

身体活動量の維持・向上

社会的・心理的老化の
予防

さらなる活動の向上

介護予防による
好循環

病気・老年症候群の予防



介護予防ケアマネジメントの
基本的な考え方
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要介護状態になることをできる限り予防するために、

「本人ができることはできる限り本人が行う」ことを基本とし、

利用者の生活機能の向上に対する意欲を引き出し、

サービス利用後の生活をわかりやすくイメージできるようにする。

それをふまえて具体的な日常生活における行為について

目標を明確にし、セルフケアや地域の公的サービス、

介護保険サービスを適切に利用する計画を作成、

達成状況を評価して必要に応じて計画の見直しを行う

という一連の過程である。

介護予防ケアマネジメントとは



介護予防ケアマネジメントの過程

インテーク アセスメント（課題分析）

ケアプランの実行モニタリング

再アセスメント

評価

終結

プランニング（原案）

サービス担当者会議

プランニング
（修正・承認）



アセスメントについて
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アセスメント＝課題分析

利用者と利用者の日常生活の全体像を把握する。

利用者が日常生活を送る上で解決すべき課題を明らかにする

的確なニーズを導くために目的をもった情報収集、情報分析

などを行う。

（アセスメントの目的を十分理解し、利用者やその家族に

わかりやすく説明することが必要）

アセスメントの目的



アセスメントのポイント
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「心身機能」「活動」「参加」にバランスよく
働きかけ、日常生活の活動性を高め、家庭や社
会への参加を促し、１人ひとりの生きがいや自
己実現のための取組を促進することが求められ
ている。
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20厚生労働省資料「これからの介護予防」
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基本チェックリスト

基本情報の聴取

興味・関心
チェックシート

二次
アセスメントシート

動機づけや工程分解のツールとして用いる

課題を抽出

課題整理総括表

ケアプラン

アセスメントからケアプラン作成の流れ



基本チェックリストの考え方
と着眼点



✓平成１７年に厚生労働省が約１万人を対象に実施した調査結果を

踏まえて作成したもの。

✓基本チェックリストは、介護予防給付対象者に加え、事業対象者

についてもサービスを利用する際に標準化されたアセスメントツー

ルとして活用される。

✓今まで久留米市では、27項目の「みつめてほシート」を使用して

いたが、全国一律の25項目の「基本チェックリスト」を使用する。

✓質問内容及び基準については、二次予防事業対象者の把握として

利用していたものと変わらないものとし、事業対象者に該当する

基準に該当する者について介護予防ケアマネジメントを実施する。

✓記載する際には指標となる「基本チェックリストについての考え方」

をもとに記載することが求められる。

✓記載後のアセスメントにおいては、各項目の関連性が重要である。

「基チェックリストの着眼点」を参照。
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３／５以上

２／２以上

２／３以上

⑯に該当

１／３以上

２／５以上

日
常
生
活

関
連
動
作

運
動

栄
養

口
腔

外
出

物
忘
れ

う
つ
傾
向



基本チェックリストについての考え方
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【共通事項】
①対象者には、各質問項目の趣旨を理解していただいた上で回答してもらってください。それが適当な回
答であるかの判断は、基本チェックリストを評価する者が行ってください。
②期間を定めていない質問項目については、現在の状況について回答してもらってください。
③習慣を問う質問項目については、頻度も含め、本人の判断に基づき回答してもらってください。

④各質問項目の趣旨は下記のとおりです。各質問項目の表現は変えないでください。

基本チェックリストの質問
項目

基本チェックリストの質問項目の趣旨

１～５の質問項目は、日常生活関連動作について尋ねています。

１ バスや電車で1人で外出し
ていますか

家族等の付き添いなしで、1人でバスや電車を利用して外出しているかどうかを
尋ねています。バスや電車のないところでは、それに準じた公共交通機関に置
き換えて回答してください。なお、1人で自家用車を運転して外出している場合
も含まれます。

２ 日用品の買い物をしてい
ますか

自ら外出し、何らかの日用品の買い物を適切に行っているかどうか（例えば、
必要な物品を購入しているか）を尋ねます。頻度は、本人の判断に基づき回答
してください。電話での注文のみで済ませている場合は「いいえ」となります。

３ 預貯金の出し入れをして
いますか

自ら預貯金の出し入れをしているかどうかを尋ねています。銀行等での窓口手
続きも含め、本人の判断により金銭管理を行っている場合に「はい」とします。
家族等に依頼して、預貯金の出し入れをしている場合は「いいえ」となります。

４ 友人の家を訪ねています
か

友人の家を訪ねているかどうかを尋ねています。電話による交流や家族・親戚
の家への訪問は含みません。

５ 家族や友人の相談にのっ
ていますか

家族や友人の相談にのっているかを尋ねています。面接せずに電話のみで相談
に応じている場合も「はい」とします。



６～１０の質問項目は、運動器の機能について尋ねています。

６ 階段を手すりや壁をつ
たわらずに昇っていま
すか

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているかどうかを尋ねています。時々、手すり等を使用
している程度であれば「はい」とします。手すり等を使わずに階段を昇る能力があっても、習
慣的に手すり等を使っている場合には「いいえ」となります。

７ 椅子に座った状態から
何もつかまらずに立ち
上がっていますか

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっているかどうかを尋ねています。時々、つ
かまっている程度であれば「はい」とします。

８ １５分位続けて歩いて
いますか

１５分位歩いているかどうかを尋ねています。屋内、屋外等の場所は問いません。

９ この１年間に転んだこ
とがありますか

この１年間に「転倒」の事実があるかどうかを尋ねています。

１０ 転倒に対する不安は大
きいですか

現在、転倒に対する不安が大きいかどうかを本人の主観に基づき回答してください。

１１・１２の質問項目は、低栄養状態かどうかについて尋ねています。

１１ ６ヵ月で２～３ｋｇ以
上の体重減少がありま
したか

６ヵ月間で２～３㎏以上の体重減少があったかどうかを尋ねています。６ヶ月以上かかって減
少している場合は「いいえ」となります。

１２ 身長、体重 身長は小数点第一位、体重は整数で記載してください。体重は１ヵ月以内の値を、身長は過去
の測定値を記載して差し支えありません。

１３～１５の質問項目は、口腔機能について尋ねています。

１３ 半年前に比べて固いも
のが食べにくくなりま
したか

半年前に比べて固いものが食べにくくなったかどうかを尋ねています。半年以上前から固いも
のが食べにくく、その状態に変化が生じていない場合は「いいえ」となります。

１４ お茶や汁物等でむせる
ことがありますか

お茶や汁物等で飲む時に、むせることがあるかどうかを、本人の主観に基づき回答してくださ
い。

１５ 口の渇きが気になりま
すか

口の中の渇きが気になるかどうかを、本人の主観に基づき回答してください。
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１６・１７の質問項目は、閉じこもりについて尋ねています。

１６ 週に１回以上は外出してい
ますか

週によって外出頻度が異なる場合は、過去１ヵ月の状態を平均してください。

１７ 昨年と比べて外出の回数が
減っていますか

昨年の外出回数と比べて、今年の外出回数が減少傾向にある場合は「はい」となります。

１８～２０の質問項目は、認知症について尋ねています。

１８ 周りの人から「いつも同じ
事を聞く」などの物忘れが
あると言われていますか

本人は物忘れがあると思っていても、周りの人から指摘されることがない場合は「いい
え」となります。

１９ 自分で電話番号を調べて、
電話をかけることをしてい
ますか

何らかの方法で自ら電話番号を調べて、電話をかけているかどうかを尋ねています。誰か
に電話番号を尋ねて電話をかける場合や誰かにダイヤルをしてもらい会話だけする場合に
は「いいえ」となります。

２０ 今日が何月何日かわからな
い時がありますか

今日は何月何日かわからない時があるかどうかを、本人の主観に基づき回答してください。
月と日の一方しか分からない場合には「はい」になります。

２１～２５の質問項目は、うつについて尋ねています。

２１ （ここ２週間）毎日の生活
に充実感がない

ここ２週間の状況を、本人の主観に基づき回答してください。

２２ （ここ２週間）これまで楽
しんでやれていたことが楽
しまなくなった

２３ （ここ２週間）以前は楽に
出来ていたことが今では
おっくうに感じられる

２４ （ここ２週間）自分が役に
立つ人間だと思えない

２５ （ここ２週間）わけもなく
疲れたような感じがする
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基本チェックリスト着眼点



栄

養

11 6ヶ月間で2～3キロ以上の体重減少がありましたか
１１項目に該当することやBMIの
数値が低い場合は、低栄養を疑う。
口腔機能低下は、食物をしっかり
噛めていないことや食べる量の低
下などで栄養不良になるなど、栄
養との関連が深い。また、栄養機
能と運動機能とは密接な関連性が
ある。
二次アセスメントシートを用い深
める必要がある。

12 身長 ㎝、体重 ㎏（BMI= ） （注）

歯
・
口

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

14 お茶や汁物等でむせることがありますか

15 口の渇きがきになりますか

外

出

16 週に1回以上は外出していますか

運動器機能やこころの項目との関
連が深い。

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか

基本チェックリスト着眼点



物
忘
れ

18
周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると
言われますか。

家族やキーパーソンとなる自分
物からの情報収集、必要に応じ
て専門医受診を勧める等の支援
が求められる。

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか。

20 今日が何月何日かわからない時がありますか。

こ
こ
ろ

21 （ここ2週間）毎日の生活に充実感がない。
うつ状態が続くと食思低下から
低栄養の危険性もある。意欲低
下から外出頻度が減り、運動器
機能低下も予測される。高齢期
は喪失体験も多く、うつ状態に
陥りやすい。認知症との関連も
あるため、一時的なものなのか
慢性的なものなのか、なぜうつ
状態なのか、さらに深くアセス
メントすることが必要がある。

22
（ここ2週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめな
くなった。

23
（ここ2週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくう
に感じられる。

24 （ここ2週間）自分が役に立つ人間だと思えない。

25 （ここ2週間）わけもなく疲れたような感じがする。

基本チェックリスト着眼点



興味・関心チェックシートの
活用



興味・関心チェックシート

✓一般社団法人日本作業療法士会が制作したシート
である。

✓利用者が自立した日常生活を送るようになるため
には今後どのような生活を送りたいか、利用者自身
の意思意欲を尊重し、望む日常生活のイメージを具
体的にすることが重要。利用者が介護予防へ主体
的に取り組む動機づけが求められる。

✓興味・関心チェックシートにはADL・IADL・参加・趣
味・仕事の要素が含まれている。
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し
て
み
た
い

                 一般社団法人  　　日本作業療法士協会（2014.3）

 （出典）「平成25年度老人保健健康増進等事業  医療から介護保険まで一貫した生活行為の自立支援に

                　　  向けたリハビリテーションの効果と質に関する評価研究」

  お参り・宗教活動   旅行・温泉

  地域活動

  （町内会・老人クラブ）    賃金を伴う仕事

  ボランティア   畑仕事

  居酒屋に行く   針仕事

  デート・異性との交流   編み物

  家族・親戚との団らん 競馬・競輪・競艇・パチンコ

  友達とおしゃべり・遊ぶ   野球・相撲観戦

  動物の世話   ダンス・踊り

   孫・子供の世話
  ゴルフ・グラウンドゴルフ・

  水泳・テニスなどのスポーツ

  電車・バスでの外出   散歩

  自転車・車の運転   体操・運動

  洗濯・洗濯物たたみ   将棋・囲碁・ゲーム

  家や庭の手入れ・世話   音楽を聴く・楽器演奏

  買い物   歌を歌う・カラオケ

  料理を作る   お茶・お花

  掃除・整理整頓   映画・観劇・演奏会

  好きなときに眠る   写真

  身だしなみを整える   パソコン・ワープロ

  歯磨きをする   絵を描く・絵手紙

  自分で食べる   書道・習字

  自分で服を着る   俳句

  一人でお風呂に入る   読書

興
味
が
あ
る

  自分でトイレへ行く   生涯学習・歴史

  表の生活行為について、現在しているものには「している」の列に、現在していないがしてみたい

 ものには「してみたい」の列に、する・しない、できる・できないにかかわらず、興味があるものに

 は「興味がある」の列に○を付けてください。どれにも該当しないものは「している」の列に×をつ

 けてください。リスト以外の生活行為に思いあたるものがあれば、空欄を利用して記載してください。

生活行為

し
て
い
る

興
味
が
あ
る

生活行為

し
て
い
る

し
て
み
た
い

                                                                       興味・関心チェックシート

 氏名：  年齢：  歳  性別（男・女）記入日：Ｈ  年  月  日
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本人の望む生活（生活
の目標）と現状の生活の
差について、「なぜ、うま
くできていないのか」と
いう要因を分析。生活機
能を高めるために必要
な「維持・改善すべき課
題（目標）」に対し、段階
的に支援することが望ま
れる。

し
て
み
た
い

                 一般社団法人  　　日本作業療法士協会（2014.3）

 （出典）「平成25年度老人保健健康増進等事業  医療から介護保険まで一貫した生活行為の自立支援に

                　　  向けたリハビリテーションの効果と質に関する評価研究」

  お参り・宗教活動   旅行・温泉

  地域活動

  （町内会・老人クラブ）    賃金を伴う仕事

  ボランティア   畑仕事

  居酒屋に行く   針仕事

  デート・異性との交流   編み物

  家族・親戚との団らん 競馬・競輪・競艇・パチンコ

  友達とおしゃべり・遊ぶ   野球・相撲観戦

  動物の世話   ダンス・踊り

   孫・子供の世話
  ゴルフ・グラウンドゴルフ・

  水泳・テニスなどのスポーツ

  電車・バスでの外出   散歩

  自転車・車の運転   体操・運動

  洗濯・洗濯物たたみ   将棋・囲碁・ゲーム

  家や庭の手入れ・世話   音楽を聴く・楽器演奏

  買い物   歌を歌う・カラオケ

  料理を作る   お茶・お花

  掃除・整理整頓   映画・観劇・演奏会

  好きなときに眠る   写真

  身だしなみを整える   パソコン・ワープロ

  歯磨きをする   絵を描く・絵手紙

  自分で食べる   書道・習字

  自分で服を着る   俳句

  一人でお風呂に入る   読書

興
味
が
あ
る

  自分でトイレへ行く   生涯学習・歴史

  表の生活行為について、現在しているものには「している」の列に、現在していないがしてみたい

 ものには「してみたい」の列に、する・しない、できる・できないにかかわらず、興味があるものに

 は「興味がある」の列に○を付けてください。どれにも該当しないものは「している」の列に×をつ

 けてください。リスト以外の生活行為に思いあたるものがあれば、空欄を利用して記載してください。

生活行為

し
て
い
る

興
味
が
あ
る

生活行為

し
て
い
る

し
て
み
た
い

                                                                       興味・関心チェックシート

 氏名：  年齢：  歳  性別（男・女）記入日：Ｈ  年  月  日

仕事

趣味

ＡＤＬ

ＩＡＤＬ

参加

※空欄には各地域特有の生活行為や趣味活動など、私用する場に応じて追記する
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二次アセスメントシートの
活用



二次アセスメントシート

✓基本チェックリストによって抽出された課題を工程
分解し、より深くアセスメントするために、リハビリ専
門職から助言をもらい制作した久留米市オリジナル
のツールである。

✓本人から「現在の実行度」、「現在の満足度」と「一
年後になりたい姿」を聞き取る事で生活のイメージ
を持つことができる。

✓基本チェックリストの項目に基づいた本人の課題分
析を行っていく。

✓項目は予防プランの４領域に分かれているが、すべ
ての項目を上から順番に聞き取るのではなく、必要
な課題を掘り下げる為に使用する。
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37

身体面だけでなく精神面に関連があるときは、どん
な状態だったかを記載（精神面の落ち込みがあると
きにどんなに運動しても効果がないため）
例：夫がなくなったばかり

各項目においてできない原因
を記載する

本人が1年後どうなっていたいかを記載する。 グレーの質問項目はみつめてほシートで
聞き取った情報をもとに転記する。

『運動・移動』における、
本人や家族の考えや思いを記載する。

『運動・移動』における、今後の支援の方向性につ
いて専門的な観点も含めて記載する。



38

家族等から支援を受けており、自分で行
なっていない場合は空欄でよい。

調理等の家事をする習慣がない場合、
「妻が調理をしており、本人は行ってい
ない」等の理由を記載する。



39

交
流

認知症の簡易テスト。特に頭頂葉の機
能である視空間認知が障害されると、
模倣ができなくなる。
本人と向かい合わせに座り、一緒に
やってみせできるかを判断する。



40

サルコペニア（筋肉量が減り、筋力
が衰えていく老化現象）の可能性を
知ることができる簡易テスト。左右
の親指と人差し指を広げてふくらは
ぎを囲めるかをみる。



41

高齢者に多い「逆流性食道炎」の可能性があるかの指標になる。

支援を受ける原因になった主要な病気
を３つまで挙げる。



✓ 人や社会と活発に交流し、
心身ともに自立した生活へ
つながる

✓ 栄養改善を通じて筋力の向
上に繋がる。

✓ 社会交流を通じて閉じこも
りやうつ予防に繋がる。

✓ 体力、さらには免疫力の
低下につながり、感染症
にもかかりやすくなる。

✓ 嚥下機能が低下し、誤嚥
性肺炎など命にかかわる
疾患の引き金になる。

口腔機能の向上 口腔機能の低下

口腔機能のアセスメントは重要です
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自立支援に向けた介護予防を推進していくは
「フレイル」予防のために、更に

「口腔機能向上」や「低栄養予防」

の重要性が高まっている！

様々な角度からアセスメントすることが必要です。
そのために二次アセスメントシートを活用して下さい。
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課題整理総括表の活用



利用者名 作成日

① ③

④ ⑥

現在　※２ 要因※３ 改善/維持の可能性※４ 備考（状況・支援内容等）
生活全般の解決すべき課題

（ニーズ）　【案】
※６

移動 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

食事 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

食事摂取 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

調理 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄動作 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔 口腔衛生 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔ケア 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　改善　　　維持　　　悪化

入浴

更衣

掃除

洗濯

コミュニケーション能力

服薬

整理・物品の管理

課題整理総括表

自立した日常生活の
阻害要因

(心身の状態、環境等)

屋外移動

食事内容

排尿・排便

殿

状況の事実　※１

/　　　　　　　/

利用者及び家族の
生活に対する意向

室内移動

②

⑤

金銭管理

※5　「要因」および「改善/維持の可能性」を踏まえ、要因を解決するための援助内容と、それが提供されることによって見込まれ

る事後の状況（目標）を記載する。

※6　本計画期間における優先順位を数字で記入。ただし、解決が必要だが本計画期間に取り上げることが困難な課題には「－」

印を記入。

行動・心理症状(BPSD)

褥瘡・皮膚の問題

社会との関わり

居住環境

見　通　し　※５

※1　本書式は総括表でありアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。なお「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じて追加して差し支えない。

※2　介護支援専門員が収集したた客観的事実を記載する。選択肢に○印を記入。

※3　現在の状況が「自立」あるいは「支障なし」以外である場合に、そのような状況をもたらしている要因を、様式上部の「要因」欄から選択し、該当する番号（丸数字）を記入する（複数の番号を記入可）。

※4　今回の認定有効期間における状況の改善/維持/悪化の可能性について、介護支援専門員の判断として選択肢に○印を記入する。

介護力（家族関係含む)

買物

認知



課題整理総括表は…

✓介護支援専門員が把握した要介護者等の基本的な情報を

多職種間で共有する。

✓専門職である介護支援専門員として、利用者の状態を把握し、

情報の整理・分析を通じてどのような考えで要介護者等の「生

活全般の解決すべき課題（ニーズ）」を導き出したのかを表現

するもの。

（多職種協働の場面などで説明する際の一つの様式例）

✓この様式を活用することにより、多職種間での情報共有が

進み、ひいては高齢者の尊厳ある自立した日常生活の実現に

寄与する。

課題整理総括表の策定の背景と趣旨



インテーク アセスメント（課題分析）

ケアプランの実行モニタリング

再アセスメント

評価

終結

プランニング（原案）

サービス担当者会議

プランニング
（修正・承認）

課題整理総括表の位置づけ

課題整理総括表



※ 課題整理総括表は、アセスメントツールではない。

✓課題のすり合わせを行う前に、専門職としての考えを整理するもの。アセスメン
トツール等を使って情報の収集・整理、分析が終わってから課題整理総括表の
作成をする。

✓情報の収集源は、利用者・家族との面談だけでなく、主治医意見書や退院サ
マリーなどの、他の専門職の意見なども含める。

✓収集した情報を踏まえて介護支援専門員の考えに基づいて作成する。ただし、
記載内容については、ケアプランを確定するまでの間に、利用者と共有してお
くことが望ましい。

前提条件



利用者名 作成日

① ③

④ ⑥

現在　※２ 要因※３ 改善/維持の可能性※４ 備考（状況・支援内容等）
生活全般の解決すべき課題

（ニーズ）　【案】
※６

移動 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

食事 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

食事摂取 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

調理 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄動作 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔 口腔衛生 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔ケア 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　改善　　　維持　　　悪化

入浴

更衣

掃除

洗濯

コミュニケーション能力

服薬

整理・物品の管理

課題整理総括表

自立した日常生活の
阻害要因

(心身の状態、環境等)

屋外移動

食事内容

排尿・排便

殿

状況の事実　※１

/　　　　　　　/

利用者及び家族の
生活に対する意向

室内移動

②

⑤

金銭管理

※5　「要因」および「改善/維持の可能性」を踏まえ、要因を解決するための援助内容と、それが提供されることによって見込まれ

る事後の状況（目標）を記載する。

※6　本計画期間における優先順位を数字で記入。ただし、解決が必要だが本計画期間に取り上げることが困難な課題には「－」

印を記入。

行動・心理症状(BPSD)

褥瘡・皮膚の問題

社会との関わり

居住環境

見　通　し　※５

※1　本書式は総括表でありアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。なお「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じて追加して差し支えない。

※2　介護支援専門員が収集したた客観的事実を記載する。選択肢に○印を記入。

※3　現在の状況が「自立」あるいは「支障なし」以外である場合に、そのような状況をもたらしている要因を、様式上部の「要因」欄から選択し、該当する番号（丸数字）を記入する（複数の番号を記入可）。

※4　今回の認定有効期間における状況の改善/維持/悪化の可能性について、介護支援専門員の判断として選択肢に○印を記入する。

介護力（家族関係含む)

買物

認知

２

１ ５４３

７

６ ８ ９

●｢自立｣ある
いは｢支障な
し｣以外の場
合に、その要
因を、様式上
部の｢要因｣欄
から選択し、
該当する号
（丸数字）を
記載する（複
数番号を記入
可）。

●本書式はアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。
●「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じ追加して差し支え
ない。



作成手順 （一例）

④「見通し」欄を記入

⑤「利用者及び家族の生活に対する意向」欄を記入

⑥「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）【案】欄を記入し、課題の優先順位を記入

⑦サービス担当者会議の結果、ケアプランに位置付けなかった課題について、優先順位
欄に「－」印を記入

②「自立した日常生活の阻害要因」欄を記入し、次に「状況の事実」の「要因」の各欄に

関連する要因の番号を記入

①「状況の事実」の「現在」欄を記入

③「状況の事実」の「改善/維持の可能性」欄を記入し、必要に応じて「備考」欄を記入



利用者名 作成日

① ③

④ ⑥

現在　※２ 要因※３ 改善/維持の可能性※４ 備考（状況・支援内容等）
生活全般の解決すべき課題

（ニーズ）　【案】
※６

移動 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

食事 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

食事摂取 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

調理 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄動作 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔 口腔衛生 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔ケア 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　改善　　　維持　　　悪化

入浴

更衣

掃除

洗濯

コミュニケーション能力

服薬

整理・物品の管理

課題整理総括表

自立した日常生活の
阻害要因

(心身の状態、環境等)

屋外移動

食事内容

排尿・排便

殿

状況の事実　※１

/　　　　　　　/

利用者及び家族の
生活に対する意向

室内移動

②

⑤

金銭管理

※5　「要因」および「改善/維持の可能性」を踏まえ、要因を解決するための援助内容と、それが提供されることによって見込まれ

る事後の状況（目標）を記載する。

※6　本計画期間における優先順位を数字で記入。ただし、解決が必要だが本計画期間に取り上げることが困難な課題には「－」

印を記入。

行動・心理症状(BPSD)

褥瘡・皮膚の問題

社会との関わり

居住環境

見　通　し　※５

※1　本書式は総括表でありアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。なお「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じて追加して差し支えない。

※2　介護支援専門員が収集したた客観的事実を記載する。選択肢に○印を記入。

※3　現在の状況が「自立」あるいは「支障なし」以外である場合に、そのような状況をもたらしている要因を、様式上部の「要因」欄から選択し、該当する番号（丸数字）を記入する（複数の番号を記入可）。

※4　今回の認定有効期間における状況の改善/維持/悪化の可能性について、介護支援専門員の判断として選択肢に○印を記入する。

介護力（家族関係含む)

買物

認知

●介護支援専門
員が収集した客
観的事実を記載。

●｢できるかど
うか｣ではなく、
｢しているかど
うか｣を判断し、
選択肢に○をつ
ける。

２

１ ５４３

７

６ ８ ９

あ

●｢自立｣あるい
は｢支障なし｣以
外の場合に、そ
の要因を、様式
上部の｢要因｣欄
から選択し、該
当する番号（丸
数字）を記載す
る（複数番号を
記入可）。

●※２で現在どのような支
障があるのか？将来のリス
ク等を記載。

●。｢一部介助｣｢全介助｣の
支援の内容

●｢維持｣｢悪化｣が見込まれ
る項目に関して、現在の支
援内容や必要な生活環境を
補記。

●｢改善｣｢維持｣に関して、
なぜそのような可能性があ
ると判断したかの根拠を補
記。

●今回のプラン作成期間において、
｢自立｣や｢支障なし｣以外を選択した
項目について、必要な援助を利用し
た場合に｢現在｣の状況の維持/改善/
悪化の可能性の有無について、介護
支援専門員としての判断に基づいて
記入。

●利用者の自立を阻害している根本的な要因、特に｢状況の事実｣欄で｢自立｣や｢支障なし｣
以外が選択されている項目を分析した上で、より根本的で重要な要因を絞り込んで記載。
（具体的に掘り下げていく視点をもって記載）
●単語を説明する修飾語句を付け加えた2～3単語からなる表現を目指しましょう。
・記載例①脊柱管狭窄症による腰痛や下肢の痺れ ②物忘れによる不安感がある。

③右手の震えによる食べこぼし ④病識に対する理解不足

●｢見通
し｣欄の内
容を踏ま
えて、利
用者に提
案する按
分を記入。

●利用者
や家族等
からの聞
き取りに
より、｢利
用者が望
む生活｣が
捉えられ
ているこ
とが前提。

●課題の
優先順位
を踏まえ
て、数字
で記入。
●解決が
必要だが
本計画期
間に取り
上げるこ
とが困難
な課題に
は｢ー｣印
を記入

【〇〇することで△△
ができるようになる】

●｢自立した日常生活
の阻害要因｣の解決に
向けて、｢どのような
ケアを実施することに
より｣｢状況がどのよう
に変化することが見込
まれるか｣を記入。

●｢改善／悪化の可能
性｣の欄で｢改善｣また
は｢維持｣に○をつけた
項目について、その項
目における｢要因｣を解
決するための｢ケア｣の
内容と、それを実施す
ることで達成が見込ま
れる状況を記入。

●「悪化」に○をつけ
た項目については、重
度化防止・悪化の蔓延
化の方向性に基づいて、
必要性の高い｢ケア｣の
内容と具体的な状況の
見通しを記入。
記載例：専門職の指導
を受けることで、歩行
が安定し近所のコンビ
ニまで買い物へ行くこ
とができるようになる。

●利用者や家族がどの
ような生活を目指して
いるのかを把握するこ
と。

●本書式はアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収
集・分析を行うこと。
●「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要
に応じ追加して差し支えない。

各欄の記入の順番に決ま
りはありません。 実
際には各欄を記入しなが
ら、別の欄に戻って加
筆・修正し、全体を書き
進めていきます。



利用者名 作成日

① ③

④ ⑥

現在　※２ 要因※３ 改善/維持の可能性※４ 備考（状況・支援内容等）
生活全般の解決すべき課題

（ニーズ）　【案】
※６

移動 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

食事 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

食事摂取 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

調理 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄動作 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔 口腔衛生 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔ケア 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　改善　　　維持　　　悪化

入浴

更衣

掃除

洗濯

コミュニケーション能力

服薬

整理・物品の管理

課題整理総括表

自立した日常生活の
阻害要因

(心身の状態、環境等)

屋外移動

食事内容

排尿・排便

殿

状況の事実　※１

/　　　　　　　/

利用者及び家族の
生活に対する意向

室内移動

②

⑤

金銭管理

※5　「要因」および「改善/維持の可能性」を踏まえ、要因を解決するための援助内容と、それが提供されることによって見込まれ

る事後の状況（目標）を記載する。

※6　本計画期間における優先順位を数字で記入。ただし、解決が必要だが本計画期間に取り上げることが困難な課題には「－」

印を記入。

行動・心理症状(BPSD)

褥瘡・皮膚の問題

社会との関わり

居住環境

見　通　し　※５

※1　本書式は総括表でありアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。なお「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じて追加して差し支えない。

※2　介護支援専門員が収集したた客観的事実を記載する。選択肢に○印を記入。

※3　現在の状況が「自立」あるいは「支障なし」以外である場合に、そのような状況をもたらしている要因を、様式上部の「要因」欄から選択し、該当する番号（丸数字）を記入する（複数の番号を記入可）。

※4　今回の認定有効期間における状況の改善/維持/悪化の可能性について、介護支援専門員の判断として選択肢に○印を記入する。

介護力（家族関係含む)

買物

認知

１

●介護支援専門員が収集した客観的事実を記載。
●「できるかどうか」でなく、「しているかどうか」を
判断し選択肢に〇をつける。

●利用者の自立を阻害している根本的な要因、特に「状況の事実」欄で
「自立」や「支障なし」以外が選択されている項目を分析したうえで、よ
り根本的で重要な要因を絞り込んで記載。（具体的に掘り下げていく視点
をもって記載）
●単語を説明する修飾語句をつけ加えた2～3単語からなる表現を目指しま
しょう。
※記載例①脊柱管狭窄症による腰痛や下肢の痺れ

②物忘れによる不安感がある。
③右手の震えによる食べこぼし
④病識に対する理解不足

●「自立」あるいは「支障なし」以外の場合に、
その要因を様式上部の「要因」欄から選択し、該
当する番号（丸文字）を記載する。（複数番号記
載可）

２

３



利用者名 作成日

① ③

④ ⑥

現在　※２ 要因※３ 改善/維持の可能性※４ 備考（状況・支援内容等）
生活全般の解決すべき課題

（ニーズ）　【案】
※６

移動 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

食事 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

食事摂取 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

調理 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄動作 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔 口腔衛生 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔ケア 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　改善　　　維持　　　悪化

入浴

更衣

掃除

洗濯

コミュニケーション能力

服薬

整理・物品の管理

課題整理総括表

自立した日常生活の
阻害要因

(心身の状態、環境等)

屋外移動

食事内容

排尿・排便

殿

状況の事実　※１

/　　　　　　　/

利用者及び家族の
生活に対する意向

室内移動

②

⑤

金銭管理

※5　「要因」および「改善/維持の可能性」を踏まえ、要因を解決するための援助内容と、それが提供されることによって見込まれ

る事後の状況（目標）を記載する。

※6　本計画期間における優先順位を数字で記入。ただし、解決が必要だが本計画期間に取り上げることが困難な課題には「－」

印を記入。

行動・心理症状(BPSD)

褥瘡・皮膚の問題

社会との関わり

居住環境

見　通　し　※５

※1　本書式は総括表でありアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。なお「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じて追加して差し支えない。

※2　介護支援専門員が収集したた客観的事実を記載する。選択肢に○印を記入。

※3　現在の状況が「自立」あるいは「支障なし」以外である場合に、そのような状況をもたらしている要因を、様式上部の「要因」欄から選択し、該当する番号（丸数字）を記入する（複数の番号を記入可）。

※4　今回の認定有効期間における状況の改善/維持/悪化の可能性について、介護支援専門員の判断として選択肢に○印を記入する。

介護力（家族関係含む)

買物

認知

●今回のプラン作成期間において
「自立」や「支障なし」以外を選
択した項目について必要な援助を
利用した場合に「現在」の状況の
維持／改善／悪化の可能性の有無
について介護支援専門員として判
断に基づいて記入。

●※2で現在どのような支障があるの
か？将来のリスクを記載。
●「一部介助」「全介助」の支援の内
容」
●「維持」「悪化」が見込まれる項目
に関して、現在の支援内容や必要な生
活環境を補記
●「改善」「維持」に関して、なぜそ
のような可能性があると判断したのか
根拠を補記載。

４ ５



利用者名 作成日

① ③

④ ⑥

現在　※２ 要因※３ 改善/維持の可能性※４ 備考（状況・支援内容等）
生活全般の解決すべき課題

（ニーズ）　【案】
※６

移動 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

食事 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

食事摂取 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

調理 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄動作 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔 口腔衛生 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔ケア 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　改善　　　維持　　　悪化

入浴

更衣

掃除

洗濯

コミュニケーション能力

服薬

整理・物品の管理

課題整理総括表

自立した日常生活の
阻害要因

(心身の状態、環境等)

屋外移動

食事内容

排尿・排便

殿

状況の事実　※１

/　　　　　　　/

利用者及び家族の
生活に対する意向

室内移動

②

⑤

金銭管理

※5　「要因」および「改善/維持の可能性」を踏まえ、要因を解決するための援助内容と、それが提供されることによって見込まれ

る事後の状況（目標）を記載する。

※6　本計画期間における優先順位を数字で記入。ただし、解決が必要だが本計画期間に取り上げることが困難な課題には「－」

印を記入。

行動・心理症状(BPSD)

褥瘡・皮膚の問題

社会との関わり

居住環境

見　通　し　※５

※1　本書式は総括表でありアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。なお「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じて追加して差し支えない。

※2　介護支援専門員が収集したた客観的事実を記載する。選択肢に○印を記入。

※3　現在の状況が「自立」あるいは「支障なし」以外である場合に、そのような状況をもたらしている要因を、様式上部の「要因」欄から選択し、該当する番号（丸数字）を記入する（複数の番号を記入可）。

※4　今回の認定有効期間における状況の改善/維持/悪化の可能性について、介護支援専門員の判断として選択肢に○印を記入する。

介護力（家族関係含む)

買物

認知

【〇〇することで△△ができるようになる】
●「自立した日常生活の阻害要因」の解決に向けて、「どのような
ケアを実施することにより」「状況がどのように変化することが見
込まれるか」を記入。
●「改善／悪化の可能性」の欄で「改善」または「維持」に●をつ
けた項目について、その項目における「要因」を解決するための
「ケア」の内容と、それを実施することで達成が見込まれる状況を
記入。
●「悪化」に〇をつけた項目にういては、重度化防止・悪化の蔓延
化の方向性に基づいて、必要性の高い「ケア」の内容と具体的な状
況の見通しを記入
ができるようになる。
※記載例：専門職の指導を受けることで、歩行が安定し近所のコンビニまで
買い物へ行くことができるようになる。

●利用者や家族がどのような生活
を目指していのかを把握すること。

●「見通し」欄
の内容を踏まえ
て、利用者に提
案する按分を記
入。
●利用者や家族
等からの聞き取
りにより「利用
者が望む生活」
が捉えられてい
ることが前提。

６ ８

７



利用者名 作成日

① ③

④ ⑥

現在　※２ 要因※３ 改善/維持の可能性※４ 備考（状況・支援内容等）
生活全般の解決すべき課題

（ニーズ）　【案】
※６

移動 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

食事 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

食事摂取 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

調理 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄動作 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔 口腔衛生 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔ケア 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　改善　　　維持　　　悪化

入浴

更衣

掃除

洗濯

コミュニケーション能力

服薬

整理・物品の管理

課題整理総括表

自立した日常生活の
阻害要因

(心身の状態、環境等)

屋外移動

食事内容

排尿・排便

殿

状況の事実　※１

/　　　　　　　/

利用者及び家族の
生活に対する意向

室内移動

②

⑤

金銭管理

※5　「要因」および「改善/維持の可能性」を踏まえ、要因を解決するための援助内容と、それが提供されることによって見込まれ

る事後の状況（目標）を記載する。

※6　本計画期間における優先順位を数字で記入。ただし、解決が必要だが本計画期間に取り上げることが困難な課題には「－」

印を記入。

行動・心理症状(BPSD)

褥瘡・皮膚の問題

社会との関わり

居住環境

見　通　し　※５

※1　本書式は総括表でありアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。なお「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じて追加して差し支えない。

※2　介護支援専門員が収集したた客観的事実を記載する。選択肢に○印を記入。

※3　現在の状況が「自立」あるいは「支障なし」以外である場合に、そのような状況をもたらしている要因を、様式上部の「要因」欄から選択し、該当する番号（丸数字）を記入する（複数の番号を記入可）。

※4　今回の認定有効期間における状況の改善/維持/悪化の可能性について、介護支援専門員の判断として選択肢に○印を記入する。

介護力（家族関係含む)

買物

認知

●課題の優先順位を踏まえて、数
字で記入。
●解決が必要だが本計画期間に取
り上げることが困難な課題には
「－」印を記入

各欄の記入の順番に決まりは
ありません。実際には各欄を
記入しながら、別の欄に戻っ
て加筆・修正し、全体を書き
進めていきます。

９



介護予防ケアマネジメントの
質の向上を目指して
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アセスメントにおけるポイント

その人らしい生活の実現
本人の望む生活（生活の目標）と現状の生活の
差について、「なぜ、うまくできていないのか」と
いう要因を分析し、生活機能を高めるために必
要な「維持・改善すべき課題や悪化防止に関す
る課題（目標）」を明らかにしていく。
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課題
（困りごと）

意欲
（〇〇がしたい）

困りごとに対する
解決策

（対処方法）

自分らしい生活の
実現

自分らしい生活の実現を
支援することに視点を置
くことが必要です。

アセスメントの流れ

①困っていることは何か（結果）

②どの部分が困っているのか（原因）

③何が原因でできていないのか（原因）

④改善の可能性があるか

⑤支援内容の決定

原因をアセスメントし、原因
に介入して、結果を変えて

いく。
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アセスメントの４つの視点

✓ できない（していない）こと

要因を多面的・総合的にみる

✓ できている（している）こと

できていることを評価すると「自信」となる

✓ できそうなこと（可能性）

潜在的な可能性に着目

✓ 望む生活（目指す目標）

自分らしい生活の実現
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介護予防ケアマネジメントのポイント

その人（利用者）らしい生活を一緒に考え、探してい
く中で、その人（利用者）の目標を、その人（利用
者）自らが掲げ、実践していけるように、家族と共に
支援していくことが大切

意欲を引き出す支援が重要！
✓ 残存能力・潜在能力を探す
✓ 生活歴から一緒に考える
✓ 環境づくり
✓ 動機づけや意欲の向上に対する支援が大切
✓ 重要なのは「アセスメントの能力」
✓ 利用者を知る作業が重要
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意欲面のアセスメントのポイント

①人間関係

②生活面

③健康面

④趣味・楽しみ

⑤社会参加（役割・生きがい）

その人が担ってきた役割に共感する。「できる役割」を

利用者や家族とともに話し合い、それを目指す目標として

ケアプランに位置づけ、意欲を引き出すことが大切

✓ なぜ意欲的になれないのか

✓ かつてどんなことに意欲的だったのか

✓ 意欲的になれる要因はなにか
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介護予防ケアマネジメントのポイント

「予測をたてよう！」
このままの生活を続けていると、

本来のその人の望む暮らしが行えなくなる

可能性がある事を利用者に分かりやすく伝える



介護予防への意欲を引き出す

でも、もし、何か
一つ出来たら、
他のことにも
関心がもてるか
もしれない。
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やっても無駄だから
ほっといてほしい
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行動変容
～モチベーションサポートの効果的視点～

①無関心期

②関心期

③行動開始期
（準備期）

④実行期

⑤維持・継続期

①無関心期
今のところ改善しようと思っていない。

②関心期
近いうちに改善しようと思っている。

③準備期

今すぐ改善しようと思っている。

④実行期
改善行動を実行している（6ヶ月以内）

⑤維持期
行動を習慣的に継続している（6ヶ月以上）
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支援者に要求されること、もつべき技術

✓ 正確な情報をわかりやすく伝える

✓ 将来像を鮮明に見せる

✓ 行動の具体的な道筋を明確に示す

✓ 行動をとることが、本人にとってどのような意味を持つのか理解する

✓ 継続する際に障害になりそうな事を予測し、対応策を考えておく

✓ 挫折しそうな時、効果的なサポートを行うことができる

✓ 成果を一緒に評価し、次に繋がるよう励ましができる

行動変容
～モチベーションサポートの効果的視点～
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高齢者の尊厳を保持し、その人らしい生活を主体的に

継続していくことが「自立」

✓ 「自立」とは、身体的自立のみではなく、心理的、経済的、社
会関係的等の複合的な概念である。

✓ 高齢者本人の自己決定を尊重することが最も重要。

✓ 「本人はどのような生活を望んでいるのか」といった意向を
踏まえ、「それを阻害している個人要因や環境要因は何なの
か」といった包括的アセスメントに基づいたプラン作成をを
行う。

「自立」に向けたケアマネジメント

ADLやIADLだけでなく、利用者本人の興味・関心事
や認知面・精神面、栄養面・口腔面・服薬の状況など
様々な視点で全体像を見つめる事が大切です。



ご清聴ありがとうございました
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