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本日の内容

はじめに

自立支援の観点からアセスメント

能力を高める

重度化防止の観点からアセスメント

能力を高める
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２

３



大事なことは

気づきの感度を上げる
（いつもと何か違うぞ？）

「知らなかった」をなくす
（最大のリスク管理です！）



自立支援

キーワード

動機付けと目標設定



やればできるのに…

本当はできる（最大能力）のに、やっていない…
物事には必ず理由があります！

それをしっかりとアセスメントすることが自立支援の第一歩！

環境の問題

人的環境

個人の問題

物的環境性 格 病 識



例えば、トイレ内環境

イスやベッドからなら立てるのに、なぜかトイレでは介助が必要

• 手の力は強い
• 縦手すり（広背筋という背中の大きな筋肉を使いやすい）

• 手の力が弱い
• 前方手すり（太ももの筋肉を使いやすい）

• 円背だ
• 前方手すり

（前に体重のせやすい 円背だと重心が後ろに残りやすい）

• 手足どっちも弱い
• 座面を上げるなど

• しかし座面を上げ過ぎると、座位のバランスが不安定になる

ことで腹圧をかけにくくなるので、排便しにくくなって

しまう（いきみづらくなる）ので注意



例えば、おうちで行う自主練習

リハビリで教えてもらった自主練習メニューがあるけど

やっているところを見たことがない（もしくは、続かなかった）

• なぜなぜなぜなぜなぜ…

• よくある原因 Top５ ※私見です

１位 モニタリングの不足（誰もチェックしていない）

２位 称賛の不足（やって当たり前だわ！By家族）

３位 仲間の不足（一人でコツコツコツコツ…）

４位 本人の課題意識の不足（めんどくさい）

５位 目標の不足（先が見えない…）



例えば、おうちで行う自主練習

• 小さな成功体験を見逃さない！

昨日より〇〇ですね！

いつの間にこんなことできるようになったんですか！

奥さん（旦那さん）喜んでましたよ

•「やればできる」を気付かせ

「出来たらこんないいことがある」というのを教える

• 「今出来ていること」を認めて、褒めることが大事



目標は、3歩先くらいのものから設定する

• 何事も、質より、量より、継続すること（習慣化）が大事！

• そのために必要なのは、利用者さんが「なりたい自分」や「残りの人

生をどう過ごしたいか」をイメージできているかが重要

• 目標設定を支援するには、その人がどんな人生を歩んできていて、ど
んなことが好きで、どんな思いを持っている人で…といった情報が役
に立つ！

• 本人に聞く、奥さん（旦那さん）に聞く、利用しているサービスのス
タッフさんに聞く

• これくらいだったらできるかな くらいの難易度設定が大事！

• 最初は質は考えない！とにかく「やる」「できる」ことが大事！



目標は、3歩先くらいのものから設定する

• 目標設定の戦略は

①まずは習慣化

②徐々に量を増やす

③最終的に質の高いものへと変化させる

• 習慣化しやすい内容と時間帯を設定する

朝起きたとき、毎食後、お風呂あがったら、デイの無い日に…など

• 見える化する（楽しくやる）

ラジオ体操のスタンプカードみたいに

ご褒美つき（連続1週間やれたらビール1杯）、など



重度化防止

キーワード

「加齢」以外の要因を
見逃さない



老年症候群

廃用症候群（やらなすぎ）と
過用性筋力低下（やりすぎ）

脳卒中

呼吸器疾患（誤嚥性肺炎など）

フレイル（虚弱）

注意すべき疾患・状態



老いのプロセス（男性）

70歳になるまでに
健康を損ねて死亡
するか、重介助の

状態になる

80、90歳まで
自立を維持する

75歳くらいまでは元
気だが、そのあたり
から徐々に自立度が

低下する

脳卒中など疾病によって急速に動け
なくなったり、死亡する人が多い



老いのプロセス（女性）

70代半ばから徐々に
衰えていく

骨や筋力の衰えによる運動機能の低下に
より、自立度が徐々に落ちていく



老年症候群

老年症候群とは、高齢者に
多く見られる症状や徴候の
総称のことです。

生理的老化
加齢によるもの

病的老化
病気やけがによって

起きるもの



廃用と過用を見極める

基本的ケアは充足されていますか？

廃用症候群の場合

排泄 水分

活動食事

・自然排便できているか？
・服薬状況は？
・姿勢は？
・失禁、失敗は？

・食事量は？
・食形態の変化は？
・食思不振がないか
・偏食はないか

1日1,000ml飲んでいるか・
飲酒やコーヒーは？・
こまめな水分補給は・
ムセたりしないか・

日中の活動量は？・
活動範囲は？・

転倒していないか・
体力の低下はないか・



廃用と過用を見極める

１日のスケジュールや１週間のスケジュール
は把握できていますか？

過用性筋力低下の場合

デイケアのある日

デイケアのない日 一日の活動量にムラあり

比較的バランスのとれた活動



疾病による影響を見極める

ADLが低下しやすい＋生活習慣の改善が大事

一回やると再発しやすい

再発するとさらにADLは低下する

活動量コントロールと生活習慣の改善

装具が適切に使われているかのチェックも大事

（移動能力を損ないやすい）

脳卒中の場合



脳卒中発症の７つのリスク

加齢

高血圧

糖尿病

脂質異常症

心房細動

たばこ

飲酒

全身の炎症

脳卒中治療ガイドライン2015より



とっかかりやすい「血圧管理」

目標値は「140/90mmHg未満 」

下の血圧（拡張期血圧）を3～5年の間に5～6mmHg下げるだけで
脳卒中の発症率は42％減少することが明らかになっています。

※ただし！

糖尿病 ：130/80mmHg未満

75歳以上：150/90mmHg未満
→高齢者に厳格な血圧管理は身体負荷がかかる

もともと上の血圧160の人が150になったら発症率30%減少した

※

日本は精度が高い家庭用血圧計が広く普及している世界的に稀な国です。血圧が高めの
人は、異常が自覚されなくても、ぜひ家庭用血圧計を利用して、継続的に血圧を管理して
いくことをお勧めします。 （広島大学大学院医歯薬保健学研究院，松本昌泰先生）



こんな装具 こんな足の状態
見たことありませんか？

ベルトをきつく
締めすぎている

金属の支柱に
皮膚が当たっている

底がはがれて
金属むき出し

足にキズや
発赤ができている



装具の革は硬いです

• 革製のため、最初はベルトが硬いので、せんたく
ばさみを使用し、クセをつけておく。



疾病による影響を見極める

ADLの量ではなく、質が低下する

動作はできるけど、苦しい

息苦しい→動かない→筋力落ちる→息苦しい …

呼吸困難は死が迫ってくる気持ちです

栄養も大事

栄養＋運動で効果倍増です

改善の第一歩は「脚力を鍛える」こと

呼吸困難感の改善には、筋肉量が重要です

呼吸器疾患の場合



歩行 急に歩き出す、坂道を歩く、階段を上る

入浴 浴室まで歩く、服を脱ぐ・着る、身体をこする
顔を洗う、お湯をくむ、浴槽への出入り
シャワーを浴びる、タオルを絞る、身体を拭く
椅子から立ち上がる

トイレ トイレまで歩く、排便のため力む、ズボン上げ下ろし

更衣 かぶりの服を脱ぐ・着る、ズボンをはく・脱ぐ

洗濯 洗濯物を入れる・出す、洗濯物を干す

掃除 掃除機をかける、拭き掃除をする

炊事 材料を切る、食器や鍋を洗う

腕を使う動作は息切れしやすい



・死が差し迫っている感じ（自分自身の気持ち）

・社会的役割の変化

・公共な場での恥ずかしさ（酸素ボンベ使用など）

・仕事、収入を失う

・罪責感

・病気の目に見える兆候がないこと

・大きな人生での出来事やその他の重要な現在進行

形のストレス要因（例：経済的問題、併発疾患、

法律上の問題、役割逆転）

呼吸器疾患を患っている方は
様々なストレスを抱えていることが多いです



苦しい時は、こうやって休むと楽です

＜通常は、椅子を用意してできるだけ速やかに座位をとらせる＞

腕をのせ、ひじをつ
いて安定させる。
テーブルや机の上に
柔らかいものを置き、
うつぶせの姿勢をとる。

両手または両ひじを膝
の上にのせ、安定させる。
両足はしっかりと床に
つけ、安定させる。

腕をのせ、ひじ
をついて安定させ
る。

（左）壁に背中をもたれ
させ、頭を下げる。
両手を膝の上にのせ、安定
させる。

（右）壁に両手を重ね、
両腕を安定させる。
両手の上に額または頭を置
き、壁によりかかる



歩きと呼吸を同調させると楽です



栄養＋運動で効率よく筋肉を増やす

・運動中（リハビリ中）に飲むタイプのゼリー

・マスカット、もも、はちみつレモン味の３種類

・216円（税込）

栄養障害

体力低下

筋力低下

QOL低下



大事なのは「足の筋力」です

・高齢者には「低強度」の運動（少しきつい）がベスト！

なぜなら…

在宅で継続しやすい

抑うつや不安感に対する改善効果が大きい

リスクが少ない

続けやすい

その分、すぐには効果は出ず、コツコツやることが大事



疾病による影響を見極める

フレイルの場合

身体障害に至る手前で、健康との間の状態



フレイルには身体的な要因
だけではなく、精神・心理的
な要因、社会的な要因があ
り、それぞれが負のスパイラ
ルを形成して、要介護状態に
近づいていくと考えられてい
ます。

フレイルには適切な介入に
より再び健康な状態に戻りう
るという“可逆性”を併せ持っ
ています。それ故に早期発
見・早期介入が重要です。

身体的フレイル：サルコペニアやADL低下など
精神的フレイル：認知症や抑うつ状態
社会的フレイル：独居や貧困

早期発見、早期介入が肝です！



力が弱くなった
（握力の低下）

活動量の低下
（不活発）

歩く速さが
遅くなった

疲れやすい
（疲労感）

やせた
（体重減少）

健常高齢者 ：いずれも当てはまらない
プレフレイル：上記どれか１つまたは２つ当てはまる
フレイル ：上記どれか３つ以上当てはまる

あの利用者さん、フレイルかも


