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1、はじめに　ご挨拶

2、参加者のご紹介

□

介護・医療連携推進会議の参加者のご紹介

□

印

■記録1

管理者
議事録確認

3、サービス提供状況報告
定期巡回利用者数　4月現在9名
　　　　　　　　　　　　　本日時点では1名終了となり、利用者数8名
・2月　利用者数9名
　　　　巡回回数：日中675回　夜間199回　合計874回　（合計時間368時間）
　　　　　　　　　　　前回の推進会議での報告数は900回～1000回、400時間を越えていた。
　　　　　　　　　　　利用者数の減少もあるが、サービス回数・時間が減っている。

　　　　ケア内訳：排泄介助・服薬介助・調理配下膳等生活に密着したサービスが多くを占めている。
　
　　　　随時対応：コール数80回/月　1日平均コール数1.97回
　　　　　　　　　・誤報が突出して多くなっている。パーキンソン病で不随意運動が多く転倒の危険性が
　　　　　　　　　　高いため、ペンダントを首から下げられている方からのコールが多くを占める。
　　　　　　　　　　そのペンダントに身体が触れることによる誤報と確認している。1日に数回ある。
　　　　　　　　　・訪問回数6回/月
　　　　　　　　　　訪問回数は少なめ。
　　　　時間帯別実績：夜間早朝のコールが多く、朝の動き出しの時間帯で体調的に不安定なためと
　　　　　　　　　　　　　　思われる。

・3月　利用者数8名（前月比-1名）
　　　　巡回回数：合計682回　（合計時間281時間）
　　　　　　　　　当事業所の安全にサービス提供できる時間（400時間）を下回っており、
　　　　　　　　　体制的には余裕のある月であった。
　　　　　　　　　月初1名ご逝去、月半ば1名ご入院、月末に1名増という経緯があったため月途中まで
　　　　　　　　　利用者数6名での運営であった。
　　　　随時対応：コール数56回/月　訪問回数7回/月
　　　　　　　前月同様の推移となっている。
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4、ケース検討①

【背景】　　担当ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰより

平成27年6月8日　　在宅介護支援センター（以下、在支）より新規依頼　要介護1

配食サービス訪問時、応答なくベランダから入室　床に横たわった状況で発見される。

（ご本人はつまづきからの転倒　腰首の打撲との訴えあり）

救急搬送　息子様へ連絡 病院にてレントゲン検査　異常無し打撲のみ

・居室内環境整っておらず転倒リスク高い。

・息子様出張中→ショートステイを急遽利用開始。

これを機に介護保険サービス利用スタート。　環境・健康の改善を図っていくこととなる。

平成27年6月11日担当者会議開催

買物・金銭管理・通院は同一団地内に住む長男が担当。（全国に出張が多い）

デイサービスの利用開始を検討。

（課題）居室内の片付け

・床がごみ箱状態、電化製品はほとんど故障、台所使用できず洗面所がシンク替わり。

・トイレの床はトイレットペーパーで覆われている状況。

・浴室も物が多く入浴はできない状況。家具を伝って歩いているため家具は動かせない。

息子様の意見：「本人が自分でやる、人が来るのは嫌」と言っているので片づけは無理。

　　　　　　　　　　大きな経済的負担も難しい。トイレと廊下の掃除だけしてもらえばよい。

↓

ショートステイ利用中に自費サービスを利用し2時間の清掃を行う。

通路の床が見える状況までになった。 動線を確保。

■記録2

管理者
議事録確認 印

　　資料より
　【劣悪な環境で食事も十分に摂れず原因不明の下痢が続いているご利用者様】
　　84歳　女性　独居
　　家族構成：夫（逝去）、長男（キーパーソン・同一団地内にて別居）
　　既往歴：心原性脳梗塞、心不全、糖尿病、皮脂欠乏性湿疹、爪囲炎（右足第二指）
　　　　　　白癬（左足、塗布薬での治療完治済み）
　　身体状況：円背、左半身空間無視、麻痺なし（病状への理解力乏しい）
　
　・平成28年3月22日よりジャパンケア武蔵野　定期巡回サービスを利用開始

3-1、利用実績について
　・4月　利用者数9名（前月比+1名）
　　　巡回回数：700回　　（合計時間298時間）
　　　　　　　　１時間を越える長時間ケア（入浴）
　　　　　　　　食事＆排泄で75分程滞在したケースもあり時間数が増えている。
　
　　　随時対応：コール数164回/月
　　　　　　　　前月までの倍以上の回数となっている。誤報（79回）、話し相手・相談（38回）が増えている。
　　　　　　　　新規利用開始に伴いコール数が増えたと思われる。
　　　　　　　　随時訪問15回も同様に増加している。

　○2～4月については、前3カ月（11月10名、12月11名、1月11名）に比べ利用者数が下回った結果となった。
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4、ケース検討②
平成27年6月27日デイサービス体験

ご本人意見：家に居たい、群れるのは嫌だ、時間がもったいない

息子様意見：今更本人が嫌がることはしたくない

→デイサービス利用に至らず

・この時点で介護保険サービスの利用が途絶えてしまう。 配食サービスは継続。

・月に1回の訪問は実施。顔を覚えてもらう。

平成27年10月15日在支より連絡

配食サービス配達時、応答なく安否確認。室内で失禁した状況。

ショートステイ利用となる。

平成27年10月 17日

ショートステイ中に身体の傾き左不全麻痺出現し、A病院受診。

脳梗塞の疑いでB病院へ救急搬送。 入院できず、C病院へ転院。

ＭＲＩ検査にて右側頭葉に脳梗塞認められ、急性期治療を行う。 同日付、区分変更行う。

その後、リハビリを行いＡＤＬの改善が見られた。

平成27年12月 5日

リハビリのためD病院へ転院。

順調に回復し、ご本人息子様共に在宅復帰を希望。

糖尿病既往有、一度は施設入所を検討したが内服コントロール可能と判断され、

在宅生活復帰を決める。

平成28年3月 7日

D病院退院。

老健ショートステイを経て3/22より定期巡回サービスで在宅生活を開始

○サービス導入後の状況（ジャパンケアより）

サービス依頼内容　：　糖尿病の服薬対応　（朝・夕）　、　排泄・転倒時の随時対応

（食事面）・偏食、甘味好き　→　糖尿病の原因となったのでは。

　　　　　　・平日配食弁当　朝食パン類　夕食・週末は息子様準備

　　　　　　・息子様ご不在時はＩＨクッキングを使用しレトルト食品を召し上がる。

　　　　　　　小さな紙コップに移して、召し上がっている様子を確認。ゴミは床へ捨てられることが多い。

　　　　　　・栄養不足、バランスが保てていないことが懸念される。

（排泄）　　・トイレ使用　自立

　　　　　　　〈問題点：長引く下痢〉　 状況に合わせｴﾝｼｭｱ摂取量の調整・利尿剤中止

　　　　　　　排泄は自立しているが住居環境の問題もあり、転倒のリスクがある。

　 　　　　 　トイレへ行けたとしても自身でのパット・リハビリパンツの交換は困難。

　  　　　　　トイレットペーパーの使い方もままならず、ヘルパー訪問時にトイレにたまっている状態。

　 　　　　　パンツ・ズボンを引き上げることが出来ず、汚染したままの状態で生活をしている。

（就寝環境）・開始時はパイプベットに腰かける程度のスペースしかない状態。 終日座位保持の状態。

（服薬）　・ご自身で飲まれるが落薬あり 5/7～、15：00にコール機での服薬促し開始。

（福祉用具）・ベストポジションバー（ベットサイド）、バーとバーの間の手すり2か所

　　　　　　　　トイレまでの動線の一端を確保。廊下は本棚等を使い、つかまり歩き。

・4/4介護ベット導入　4/7褥瘡改善目的で低反発マットに交換

■記録3

印
管理者
議事録確認
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4、ケース検討③
（身体状況）　・3/31食事面、住環境面の影響があってか、褥瘡を発症。処置開始

・4/1　床で滑り転倒　左肋骨にひび→ 4/8　病院受診　コルセット装着

・両下肢浮腫　日中帯の臥床促しと状況観察のため、4/12より昼ケア増回

　弾性包帯使用・利尿剤服用

・糖尿病　5/14よりアマリール追加処方

・5/14慢性下痢と診断を受ける。

（コール対応状況）

3月コール回数：18回　（ご利用日数10日間）

　　コール内訳：　転倒、排泄介助、ずり落ちの移動介助、訪問催促、誤報、話し相手

　　随時訪問：4回 　随時訪問時、玄関鍵の開錠の不具合や内側からのチェーンロックにより

　入室が困難となるケースも発生。　ご家族への対応依頼となる。

4月コール回数：72回　（１ヶ月包括利用）

    コール内訳：　話し相手、無応答、誤報、訪問催促、排泄介助、転倒

話し相手34回→「息子に連絡を取って欲しい」、「お弁当はいつ届くか」等

無応答16回→トイレからの通報の場合、ベット下のコール機まで返答の声が

　　　　　　　　　届かない為無応答となった。そのための安否確認訪問4回。

    随時訪問：１１回　　排泄介助、無応答による安否確認

5月コール回数：27回　（会議前日まで１９日間）

    コール内訳： 無応答、話し相手、排泄介助、訪問催促、移動移乗

    随時訪問：　排泄介助、無応答、移動移乗

　 ・一月の当事業所全随時訪問の半分以上をこのご利用様が占めている状況であった。

○アセスメントナースからの意見

在宅で暮らすための環境と家族の協力が整わないまま、在宅生活がスタートとなり

新たな疾患や怪我に繋がっていったと思われる。定期巡回サービスを利用するには、

スタート前の環境や家族の協力を確認し整え、期間やゴールを決めた上で開始するべきと感じている。

○訪問看護事業所からの意見

・利用開始時は、居住環境を訪問看護・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰも共に整備するところからのスタートであった。

・怪我の防止のため、福祉用具の検討をし、動線の確保等工夫をしながら環境を整えた。　その中でも、

　栄養不足・固いベット等が原因で褥瘡ができたが、往診を導入することで現在は悪化していない。

・「衣食住が整わないということはこういう事か」という思いを持ちながら現場の職員は苦労している。

・下痢が始まった時点で脱水もあり、外来時には主治医へ手紙を書いて介入をさせて頂いた。

　検査をしても、所見が無く原因が分からないまま経過している。

・脱水・低血糖があるが何でも食べていいという指示のまま現在に至っている。

・鍵の問題が解決しない→随時対応できない・デイに行けない→課題が解決しない

・電解質の数値はあまり良くなかった。

・このまま在宅生活が継続できるか心配している状況。

○今後について（ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰより）

随時、息子様には状況をお伝えしている。

鍵の解決でスムーズにいく部分が多いことは、息子様に言い続けているが解決に至らない。

当初は、息子様もどのように協力して良いか分からない様子が見られた。

ヘルパーの関わり、ナースからの専門的なアドバイス等から息子様の気持ちは動いている。

一人の家族である息子様との関係は大切にしていきたい。

経済的な問題もあり、老健・特養入所を検討している。　在支と打ち合わせを予定している。

■記録4

印管理者
議事録確認
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5.サービスへの評価・要望・助言
○出席者からの意見・質問

・入所を視野に入れていらっしゃるようだが、その方が良いのではないかという印象を受けた。

　息子様は入所に対して、どのように考えられているのか？

→　当初は本人の居るところを片付けたい。本人の意思を尊重したいという考えであった。

　　現在は、本人が反対しても仕方がないという気持ちに動いてきている。

・高齢の方は介護保険の支援を使えるのでうらやましいと感じた。

　使えるものは使って、定期巡回の上限の中でどこまで関われるかが課題なのだと思った。

・ゴミがあふれている居宅へサービス提供は多々あるが、ご本人は「ゴミ屋敷」とは思っていないケースが多い

　今回のケースは下痢も伴った最悪なケースであり、良い環境へ連れて行くしかないのではないかと

　考えさせられた。

・世の中にこのような方はたくさんいらっしゃり、関われたことだけでもありがたいことなのかもしれない。

・玄関の鍵の件、ＵＲでの交換はできないのか？この問題が解決すれば改善する部分が

　多々あるように思える。

　　→1万円の費用負担の部分で息子様と意見の相違があり、交換に至っていない。

・下痢の原因はわからないのか？

　　→在宅環境が要因かと考え、老健入所中も面会に行っているが下痢は続いていた。

　 　　　住居・食べ物が要因ではなさそう。身体に注目し精査をしているが原因が見つからず

　　　複数の下痢止めを試しているが治まらない。

　　　精神的なストレス等も考えられるのではないか。

・要介護４　居宅　独居というだけでも大変な状況。

・横になって眠ることのない生活。座位の状態が長時間となり、浮腫や褥瘡となっている。

　→老健ショートステイ中は横になって眠ることができ、浮腫が改善していた。

・訪問時にヘルパー自身にも汚染がつくと思われるので、その対策が必要。

・問題は分かっているが解決策を探っている段階。

　このケースと長期間継続する気持ちを保つことは困難であるため、他業種間での協力が必要。

・利用者の家族は介護の事について分からないことが多いようだ。

・部屋にゴミがあふれていて人を受け入れられない方とは、人間関係を作ることも大変だと思う。

　周りは試行錯誤するが、結論や結果はなかなか出ない。

　答えを導き出すためのヒントとなる成功例が欲しいと感じる。

・精神疾患が原因で片付けられない事もある。その場合は「そういう人なんだ」「病気のせいなんだ」と

　周りが受け入れることも必要。

・定期巡回サービスは事業者の頑張り（経営面の赤字も含め）だけで運営できるサービスなのか。

　お金が無い中で支えていくための「包括単位の定期巡回」と市民の方、行政、ＣＭさんが誤解を

　しているのであれば改めなければならない。

　今回息子様の気持ちが和らいできたというのも定期巡回の効果なのかもしれないが、これを継続していく

　事業所はとても厳しい現状に置かれている。

■記録4

管理者
議事録確認 印



5.サービスへの評価・要望・助言
○出席者からの意見・質問

　・定期巡回開始時に、本当に在宅生活が出来るケースなのかを在支・包括支援センター（以下、包括）

　　を含めて検討してほしい。現場の思いだけでこのサービスを支えていくことは難しい。

　　開始時はもう少し丁寧に介護保険の使い方を検討するべき。

　　通常の訪問介護・訪問看護と定期巡回をもう少しフレキシブルに使えれば良いと思う。

↓

　【利用サービスの切り替えについて】

　　・一番大きな要素は経済的な部分になる。

　　・今回のケースをすべて通常の訪問介護・看護にすると莫大な自費が出てしまう。

　　・今回はご家族は病院でこのサービスの説明を受け、このサービスありきでの在宅復帰であった。

　　・このサービスが適した方には本当に良いサービスだが、適していないと事業所が潰れ、連携できる

　　　訪問看護事業所が無くなっていく。病院のワーカーさんにも正しく理解してほしい。

　　・開始時に包括、在支に一緒に考えてもらいたい。

　　　今回の場合は鍵の問題、ごみの問題があった。その状況のまま帰ってきて良かったのか、

　　　介入が中途半端なまま開始してしまっていた。準備段階で行政が入っていれば、もう少し

　　　整えて丁寧にできたのではないかと思う。

　 　　・Ｈ23～再三に渡り環境の整備は行っていた。

　　・定期巡回サービスが開始する前は、こういった限度額オーバーが多い利用者様には在支等多くの

　　　人が関わってきていた。現在はジャパンケアに負担がかかってしまっている。

　　　また本当に必要な人にこのサービスが行き渡らないことが問題。

　　　

6、閉会の挨拶
ゴミがあふれた状態でお住まいの方の事例も今回の会議の中でたくさん出てきました。

担当事業所やケアマネジャーの個々の問題ではなく、　広い視野で行政の方を交えて知恵を

お貸しいただければと思います。

またこのような機会を設けさせていただきたいと思いますのでよろしくお願い致します。

以上

■記録4

管理者
議事録確認 印


