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【経緯】
　平成24年３月の三者会で、訪問看護師さんより、
患者さん（利用者さん）の多職種で共有できるシー
トがあればよいのではという意見が上がりました。
わたしが、たたき台になるものを考えますと、宿題
を持ち帰りました。最初から独自のものを作成する
のは動力もいります。また、大津市には脳卒中の地
域連携パスで使うことになっている。生きいき手帳
があるにはあるものの運用されていないこともあり、
良いものがないかと探していたところ、岡山プライ
マリ・ケア学会が作成されたものがよいと思いまし
た。そこで、恥を忍んで岡山プライマリ・ケア学会
に大津市で流用させていただけないかと連絡しまし
たところ、宮原伸二会長より直々にご快諾いただき
ました。そして、５月の三者会で『むすびの和連携
シート』を提示しました。
　その際に、岡山から送っていただいたのが、『む
すびの和の理念』でした。連携シートもさることな
がら、この理念書にも感銘を受け、連携シートを多
職種で利用するためには同じ理念を持つことが必要
なのだと考えました。そこで、同時期より始まった
おうみ大津在宅医療メーリングリスト（ML：管理
者：本多和彦先生）で皆様に意見をいただきながら、
大津市バージョンに試行錯誤を重ねていきました。
　このシートの肝は患者さん（利用者さん）の医療・
看護・介護・福祉の情報が１枚でわかること。終末
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大津市医師会在宅療養推進委員会の提案する
理念『こころの平安』に基づく、『おうみ在宅療養連携シート』
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期医療に関する思い（尊厳死・平穏死・延命的なこと）
も組み込みました。２枚目は携わっている医療・福
祉関係者のTEL・FAXが一覧できる連絡表と、各々
の意見を記入できるものです。
　平成24年９月の部長会にてプレゼンテーションさ
せていただき、10月に大津市医師会在宅療養推進委
員会を設置いただき、その中でも議論を重ね大津市
医師会の提案する理念『こころの平安』と『おうみ
在宅療養連携シート』が完成しました（平成25年１
月17日）。
　近い将来、我々開業医が在宅医療のしっかりとし
た受け皿にならなければ病院や施設は飽和してしま
うことは明らかです。その中で、私のような新米開
業医は医療のことしかわからず、介護のことはわか
らないことばかり、在宅医療は在宅療養の中ではほ
んの一部であり、在宅療養は基本的には患者さん（利
用者さん）に近い、ケアマネジャーにかじ取りをし
てもらったほうがうまくいくと思っています。

【理念『こころの平安』について】
　理念『こころの平安』には、『おうみ在宅療養連
携シート』を利用していただくうえで、多職種が心
を一つにするための理念が書かれています。

　『人は誰でも生まれた時から、生活の延長線上に
ある死へ向かって歩いている。そしてより良く生き、
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ICF（International Classification of Functioning, Disability and Health：国際生活機能分類）の理念

最期には苦痛のないことを多くの人が望んでいる。
その過程の中で、病気や障害を持つ人は多い。治せ
るものなら治すことも必要。その場合は、医療の力
が大きい。しかし、治療としての医療的対応は、人
の「生きている」姿を見せるだけでなく、生命を守
る力とともに、生活者の姿がどれだけみえているか
が大切である。』
　『人は死ぬために生きているのではない。人には
「こころ」があり、感情がある。死へ向かいながら
も、幸せと思える日が一日でも長いことを願ってい
る。そのこころ（願いや想い）を知ることが最も重
要である。そのこころを摑むためには、本人の表面
的な状況だけでは全てを知ることはできない。
　「生きていく」つまり、QOL（生活の質・生命の質）
の高い生活を維持することは、本人の希望を取り入
れ、医療介護などの専門者や地域の支えが相互に関
わることによって、初めて保障される。それが本来
のチームケアの姿である。』と書かれています。

　『おうみ在宅療養連携シート』を作成する目的は、
利用者さんのQOLの向上にあります。それゆえ疾
患別の地域連携パスではなく、すべての疾患や状態
に対応しています。利用者さんや家族の「思いや願
い」を明らかにして、医療と福祉を結ぶための連携
シートです。医療者は介護・福祉従事者に、介護・
福祉従事者は医療者に耳を傾ける必要があります。
　理念『こころの平安』はICF（国際生活機能分類）
の理念を基盤にしています。今までのように、機能
障害があるからリハビリテーションで能力を回復し

て、さらに、社会的不利を軽減するといった一方向
的な流れではなく、社会参加をすることが、家やそ
の周辺での活動を活発にする。さらに、機能を回復
することもあるという双方向的な流れを取り入れよ
うというものです。また、利用者さんや家族の「ほ
んね」つかむために利用者さんや家族との信頼関係
を築くことが大切です。
　　　　　　 
【『おうみ在宅療養連携シート』について】
　理念『こころの平安』を一読いただき、記入方法
マニュアルも作成しましたのでご覧ください。
〈連携シートの目的〉
　医療や介護サービスを受ける方が、満足度の高い
生活・人生を送るために、本人、家族、医療・福祉サー
ビス提供者が、ICF（国際生活機能分類）モデルに
基づいて現状での課題、将来達成したい目標、それ
を実現するための手段・方法を共有し、同じ方向に
しっかりと連携しながら、それぞれの役割を果たす
ために使用するものです。
〈基本姿勢〉
　『心身機能・構造』、『活動』、『参加』は、相互に
強く影響しながらも相互的独立性があり、それぞれ
について直接的に介入して、改善を図ることが可能
な場合も多くあります。
　「人は、他者と関わりの中で自己の存在を確認す
る」、言い換えれば、「他者と関わる中で幸福を感じ
る」という視点に立ち、『参加』の満足を重視して
います。
　終末期の過ごし方や、緩和ケアへの思いとして人

心身機能・構造 活　動 参　加

環境因子 個人因子

健康状態
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工的水分・栄養補給方法の導入・中止についても早
くから話し合っておく必要があります。
〈連携シートの使い方〉
　まずは、理念『こころの平安』をご一読ください。
　完成したシートの原本は記入者（ケアマネー
ジャー・ソーシャルワーカーなど）が保管・管理し
ます。必ず本人・家族の同意を得て、本人に携わる
医療・福祉従事者、本人・家族、すべてにFAX等
にて配布。携わる医療・福祉従事者は、個人情報で
ある連携シートの守秘義務を認識し留意しなければ
なりません。
　関連者の意見、上段の№（　）には（１）（２）（３）
の番号を振り、おおむね３～６か月ごと（ケアカン
ファレンス、退院時カンファレンス、目標が達成、
目標の変更など）に再評価を行い「変更」があれば

（２）として新たなページに記入します。
　医療情報が不足している場合は、主治医と介護支
援専門員連絡票にてFAXなどにて問い合わせます。

　『おうみ在宅療養連携シート』を作成することに
よって、医療（病院）関係者、主治医、ケアマネ
ジャー、福祉関係者（ホームヘルパーや通所サービ
ス関係者）との連携がスムースになり、利用者さん
のQOL向上に役立ちます。医療関係者には生活情
報が提供され、福祉関係者には医療情報が提供され
ます。ケアマネジャーは総合的な情報を得ることが
できます。ケアマネジャーのスキルアップにもつな
がります。
　ケアカンファレンスで活用することも可能です。
　退院から在宅に移る時や、在宅から入院する場合
にも、生活情報や、本人、家族の「思いや願い」を
関係者に適切に提供することができると考えます。

【『おうみ在宅療養連携シート』構想について】
　今後、在宅療養をされる患者さん（利用者さん）
が増えてくることは言うまでもありません。
　全国、滋賀県、他郡市という単位でもそれについ
ての構想があると思います。
　医師会、歯科医師会、薬剤師会、（訪問）看護師協会、
ケアマネ協会、栄養士会、歯科衛生士会、そして行
政などにも構想はあると思います。
　また、大津でも在宅医療（療養）がうまくいって
いるところはあります。うまくいっているところは

チーム○○として少数のケアマネ、訪看、薬局とう
まく連携が取れているということであり、決して地
域としてではない様に思います。
　将来構想は、大津という単位が大きすぎるのであ
れば、大津市医師会の組制を利用して、その単位で
チームとなり、その組の地域に在籍する、ケアマネ

（居宅介護支援所）、訪看（訪問看護ステーション）、
かかりつけ薬局、などなどが一つの病院（チーム○
組）をつくれればと考えます。これにより、もちろ
ん各組に在宅医療をされている医師はおられますの
で、不在時の医師同士のサポートも可能であると思
います。

　今後、大津市医師会在宅療養推進委員会のなかで、
『おうみ在宅療養連携シート』を吟味し、より良い
ものにバージョンアップしていくとともに、大津市
医師会の先生方には、多職種の方々に活用されるよ
うに啓発いただければと思います。
　『おうみ在宅療養連携シート』はケアカンファレ
ンス時、退院時カンファレンス時にケアマネジャー
が作成してくれます。ケアマネジャーは業務が増え
るわけです。是非、ケアマネージャーを激励してい
ただき、医療情報が必要であれば、在宅主治医が快
く提供していただければ幸いです。

　大津市においては『おうみ在宅療養連携シート』
が、県が推進している在宅療養支援システム（ICT：
Information and Communication Technology：情報
通信技術事業）の表紙にしてはと考えるものです。
患者さん（利用者さん）の許可を得て、また行政の
許可を得て、２枚目はケアマネジャーの作成する
フェイスシート、３枚目は主治医意見書、４枚目は
認定調査書、５枚目は訪問看護指示書、６枚目は訪
問薬剤指導指示書、それ以外には入院されていたな
らば退院サマリ－（医師）、退院サマリー（看護師）、
リハビリ指示書などになります。在宅療養支援シス
テムを多職種でみれる電子カルテとして利用しては
と思っています。軌道に乗ればもちろん地域連携パ
スをUPし皆が書き込めるようになれば願ったりか
なったりです。
　また、大津市の公的病院の地域連携室（ソーシャ
ルワーカー）はこれを閲覧することができるように
すれば、病診連携もスムースに動きます。
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　『おうみ在宅療養連携シート』、最初は紙媒体か
らのスタートになります。もちろん打ち込めるよ
うなWordでのシートを作成しています。ケアマネ
ジャーが作成し関係職種にコピーして渡すことにな
ります。
　『おうみ在宅療養連携シート』は地域で生活する
高齢者や障害者のQOL（生活の質・生命の質）を
向上させるための連携シートです。それゆえ脳卒中
や糖尿病といった疾患別の地域連携パスではなく、
すべての疾患や状態に対応します。
　『おうみ在宅療養連携シート』の特色は、医療関
係者には生活情報が提供され、福祉関係者には医療
情報が提供されます。ケアマネジャーは総合的な情
報を得ることができます。ケアカンファレンス・退
院時カンファレンスで作成されます。また、退院か
ら在宅に移る時や、在宅から入院する場合にも、生
活情報や、本人や家族の「思いや願い」を関係者に
適切に提供することができます。
　公的病院に救急で運ばれても、この連携シートを
見ていただく事で、延命を希望されているのか否か、
在宅の受け皿があることがわかり、役立つものと考
えます。
　『おうみ在宅療養連携シート』は本人・家族・医
療・福祉サービス提供者とがしっかり信頼関係を築
いた上で、サービスを受ける方の真のニーズを明ら
かにし、ICF（国際生活機能分類）モデルに基づいて、
将来達成したい目
標、それを実現す
るための手段・方
法等を共有し、連
携しながら、それ
ぞれの役割を充分
に果たすために使
用するものです。

　医療と福祉・介
護 連 携 は も ち ろ
ん、医薬連携、薬
薬連携、医歯薬連
携、病診連携、行
政とのつながりが
できることを願っ
たシートに育って

くれることを希望しています。多職種の中に介護福
祉士、管理栄養士、歯科衛生士、PT/ST/OTと多
くの方にも参加していただけるようにと思っていま
す。

　是非皆様で、ようやく産声を上げた理念『こころ
の平安』で心ひとつに、『おうみ在宅療養連携シー
ト』をご活用いただき、何よりも在宅療養されてい
る患者さん（利用者さん）の生活の質が向上し、目
標が一つでも多く達成できることを切に願っていま
す。また、皆様のご意見をいただき、大津市医師会
在宅療養推進委員会で定期的にバージョンアップし、
早く成人させたいと思っています。

　『おうみ在宅療養連携シート』が多くの医療関係者、
ケアマネジャー、福祉関係者に活発に活用されるこ
とを期待しています。皆様ご支援・ご協力よろしく
お願いいたします。

【謝辞】
　理念『こころの平安』・『おうみ在宅療養連携シー
ト』の作成に際し、資料提供いただきました宮原伸
二先生（岡山プライマリ・ケア学会会長）、宮原幸
恵先生（NPO法人総合ケアシーザル統括管理）には、
遠路ご講演にお越しいただき、その熱意を伝授いた
だけたことに心より深謝いたします。
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１．はじめに
　人は誰もがいずれ障害になり死ぬ。そ
の過程で寝たきりになれば在宅での療養
を望む人は多い。よりよい在宅療養を望
む場合、“いのち” “くらし” “こころ” を大
切にすることが大切であろう。そのため
には医療のみならず福祉、介護との連携
は欠かすことはできない。連携をスムー
ズに進めるために地域連携シートが必要
になるが、現在、先行連携シートとして
活用されているものは大半が医療連携で
あり、福祉、介護とを結びつけるような
シートはほとんどない。
　医療の役割が高齢多死時代を迎えて、「治す医療」
から「支える医療」へと変換しつつある。「治す医療」、
つまり命を守る医療は医学関係者のみで実現は可能
だが「支える医療」（不治の病や重い障害を持つ人
のQOLの向上をはかることが主の目的）は、医療職、
福祉職を含めて多職種連携によってのみ可能になる
事であろう。さらに、終末期の支え方などは医師や
ケアマネジャーなど支える人すべての死生観を問わ
れる課題も表出してこよう。
　これらの状況を踏まえて岡山プライマリ・ケア学
会では、利用者(患者)のQOL（生活の質）が向上し、
思いや願いを実現して、終末期の在り方まで記入で
きる連携シートの作成の必要性を感じ、３年前より
その取組みを始めた。
　今回、岡山プライマリ・ケア学会が利用者や家族、

会長　　宮　原　伸　二

岡山プライマリ・ケア学会

職種連携に必要な地域連携シート
～むすびの和の理念と実際～

高齢者保健
在宅療養支援研修会　平成25年１月12日㈯　午後２時～４時　琵琶湖ホテル「ローズ」

医療関係者、介護・福祉関係者、ケアマネジャーが支
える心を１つにした地域連携シートを作成し、普及を
図ってきたので、その内容や特徴について報告する。

２．「むすびの和」作成へ向けて
　地域連携シート作成（以後むすびの和）の経過は、
第16回岡山プライマリ・ケア学会（平成22年５月）
の学会テーマ「プライマリ・ケアの連携パス作り～
くらしをみつめ、いのちに寄り添う～」を踏まえて、
地域連携シート研修会、多職種によるワークショッ
プ（上写真・６回）、作業部会（６回）などを経て、「む
すびの和」案を作成して、第17回学会（平成22年３
月）などで報告してきた。
　地域連携シートは全国各地で作成され、現在、各
地で幅広く運用されつつある。しかし、そのほとん
どは「脳卒中」「大腿骨骨折」など医療連携シート

160

ワークショップ風景

CC5、CC10、 CC13、CC14
CC医師-患者関係とコミュニケーション、CCチーム医療、 CC地域医療、CC医療と福祉の連携
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図１：ICF（国際生活機能分類）であり、医療と福祉・介護の連携を深く意識したも
のではない。
　「むすびの和」は、医療系の人たちには利用者の
生活状態や「思いや願い」などを示すことができ、
福祉・介護系の人たちには医療の状況や異変時対応

（連絡）などを示すことができるものである。また、
利用者が、頑張ればできていること、生活の中でし
ていること、すること（目標）などを明らかにして
関係者の共通理解と利用者のQOLの向上につなが
るシートとした。特に頑張ればでき、生活の中でし
ている、することの並び順を重視した。つまり、「ど
う生きたいか」（する）という目標に「していること」
を一致させることが必要であるため、この並列した
様式となっている。目標を目指して支える人たちが
「できること」を向上させ、それを介護職や家族も
含めて「していること」として定着させ、これが目
標と一致した状態を作るという考え方である。

３．「むすびの和」の特色
　「むすびの和」の作成は、ICF（国際生活機能分類）
を基本理念として、利用者の「思い」「願い」を参
加としてとらえ、その実現のために活動レベルを維
持、向上するために何が必要か（環境因子や個人因
子含む）、どんな支援をすれば心身機能・構造の水
準を上げることができるかというように流れに配慮
してある。
　ICF以前に利用されていたICHDH（世界障害者
分類・1980年）は、機能・形態障害（脳卒中、手足
切断な）が能力障害（歩けない、字がかけないなど）
に直線的に結びつき、その結果、社会的不利（職を
失う、社会参加できないなど）を生み出すというよ
うに流れは一方向的であった。例えば脳卒中で麻痺
があれば職を失うのは当然（すべて心身機能・構造
レベルに還元）、顔のあざなどの形態障害は社会的
不利になるとして、障害をマイナスととらえ、障害
というマイナスを改善するという考え方で対応して
きたわけである。
　2001年から使用が始まったICFでは生活機能とい
う考え方を提言している。生活機能とは「人が生き
ること」全体であり、健康とは「生活機能」全体が
高い水準にあることを示している。図1に示すよう
に、生活機能を心身機能・構造⇔活動⇔参加を双方
性（⇔）で示し、３つの用語（状態）の包括用語と
してとらえている。　　　
　活動とは家の中の活動を示し、参加は社会参加を
意味する。環境因子はバリアフリー、人的環境、社
会の意識（偏見・差別）、制度環境など幅広くとらえ、

個人因子は価値観や個性などを示している。
　双方向性ということが大切で、心身機能低下は活
動を制限することもあるが、活動が活発になれば、
機能低下も回復することもあり、社会参加が進めれ
ば、活動や機能低下も軽快することがあるというよ
うに考えている。さらに、「右がだめなら左を使う」
という積極的な取り組みにより、できる仕事が見つ
かり、その結果、麻痺が軽快するというようなプラ
スの取り組みを進めることである。たとえば脳卒中、
統合失調症、ダウン症の人の社会参加などは、社会
参加することにより活動や心身機能が向上してくる。
双方向性を心身機能・形態⇔参加⇔活動⇔心身機能・
形態と読み取ることが大事である。
　つまり、障害に対してどのような支援をするかよ
り、障害を持ちながらその人の「思い願いを達成す
る」にはどのような支援が必要か、そのために活動
レベルの向上にはどうしたらよいか（例えば福祉機
器の活用など）、さらに、背景にある環境因子や個
人因子をできるだけプラスに変えることにより生活
機能は一層向上してくることを強く意識している。
　さらに、障害者・要介護者は生活環境を含めて大
きな環境の中で生きており、障害の重さもそれぞれ
人により異なるし、個人の個性も違う。しかし、そ
れぞれに健常な生活機能は残されており、その秘め
られた能力の開発と増大、つまりプラスの増大（思
いや願いの達成）が図られればマイナス面は減少し
てQOLの高い生活が実現できるということになる。
　ICFは生活機能水準を上げて、QOLの高い生活を
保証するものであり、専門職の役割分業（なわばり
や共通の「目標がない」「情報交換がない」「バラバラ」
のケア ）はかえってマイナスを誇張する結果になる。
ICFの心身機能・構造⇔活動⇔参加はすべてに相対
的独立性がある活動であるので、なによりもチーム
ケアが大切になる。
　また、「健康状態」「心身機能」は医療機関の専
門範囲、「環境因子」や制度的、サービス面は福祉、
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行政の専門範囲だが、「個人因子」「環境因子」や当
事者の生活・人生は当事者・家族が専門家。ゆえに
ケアの現場での発言は医療・福祉の専門家と当事
者・家族は同等になる。そのために共通言語・共通
理念（共通のものの考え方・とらえ方）が必要にな
る。ICFを共通言語として、支える目標を明らかして、
心を１つにしたケアが、よりよいケアには欠かせな
い。そのツールとして「むすびの和」がある。
　ここまでを以下の４点にまとめることができる。
１） ICFの理念を基本とする。特に本人の意思（思

いや願い、終末期の在り方など）を大切にしな
がら目標を設定して、支える人の心を１つにし
た支援を重視する。

２） 縦パス（疾患別、病院間、医師とケアマネ間）
ではなく、横パス（治療よりケアが中心。生活
の不自由な人や障害を有する人のQOLの向上
をはかる）であり、認知症など含めすべての疾
患に対応できる。

３） 在宅療養を支援する中心メンバーである主治医、
ケアマネジャー、訪問看護師や福祉職（訪問介
護員、通所介護職員）、本人（家族）に対して、
目標（本人・家族の思いや願いを踏まえて）を
明確に示すことによりケア内容を充実させるこ
とがきる。さらに、必要な医療状況（麻痺やケ
イレンの有無、心臓の状態、薬の副作用など）
を提供するとともに、病態の “異変”（病気の増
悪症状など）に気づく情報を示すことができる。

４） 主治医に対して、利用者の在宅での生活状況や
通所サービスにおける利用時の “姿” を知らせ
ることができるとともに、利用者や家族の思い
や願い（本音）を知らせることができる。

　このように「むすびの和」は、医療職をはじめ福
祉職を含め、在宅（施設）療養に関わる多職種と顔
の見える連携をとることにより、より安心して在宅
療養を可能にするツールである。（図2）
　　　　　　　
４．むすびの和の記入のポイント
　フェイスシートに基本データを記入する。この部
分は他の連携シートと大きな隔たりはない。特徴と
なるのが、ICFの理念に基づく活動と参加欄なので、
その部分について解説する。（図3）
〈活動〉
現状：頑張ればできている（できる）
　リハビリルームなどで専門職の指導の下であれば
出来る、あるいは、見守り、励まし、全力を発揮す
ればできる場合、また、「できる」能力を持ってい
るにもかかわらず、実際は「していない」場合など、

能力を見つけ出し、生活の中に定着させることがあ
ればチェックする。必要な補助具や介助を具体的に
書く。
現状：生活の中でしている（している）
　生活の中でしている場合にチェックする。補助具、
介助必要なら具体的に書く。（訪問調査員の特記事
項を参考にすると書きやすい）
目標（する）
　主に、家庭や家の周囲でこれからしてみたいこと

（数か月）、目標を具体的に書く（～できるようになる）。
〈参加〉　　
現状（社会参加：家族の役割含む）
　通所介護の利用、散歩、交友、家族内や親族間で
の役割等を書く。また、介助者の同行も書く。
目標（する）
　外出や他者との交流だけでなく、家族内や親族間
での役割、立場などについても十分に配慮しながら、
できるだけ具体的に記述する。

　本人の願いや希望に沿って『社会参加』（参加状況）
の目標をしっかりイメージして、その実現に必要な

『活動』の目標を設定する。そして、その達成に向
けて、医師やPT（理学療法士）、OT（作業療法士）
等が、心身機能を向上させつつ『できる活動』を向
上させ、家族や看護・介護職等が協力しながら『し
ている活動』として日常生活に定着させる。本人の
自己認識・信念・価値観（プライドや生き甲斐等）
に直結する『社会参加』を充実させ、日常生活を活
発化させることが、廃用症候群を予防、または、治
療することにつながる。目標の書き方は「・・・が
できるようになる」「・・・に参加する」「・・・に
行くことができる」というように目標の達成が評価
できるように記入する。

５．「むすびの和」のこれから
　「むすびの和」は、医療から福祉まで幅広い人々

図２：医療連携と医療介護連携
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が係ることを想定して、内容を可能な限り簡単、簡
潔にしてある。それゆえ医療情報も十分とは言い切
れないし、生活情報もその人の生活実態を正確に表
すものではないかもしれない。しかし、医療と福祉
関係者が心を１つにして支えあうには、本人・家族
が本音で「何を願っているのか」「終末期はどうあ
りたいのか」ということを関係者がつかむことが最
も大切なことである。そのためには支える関係者の
心を１つにしなければ、いくら詳細な情報があって
も役立たない。支援がバラバラになり、マイナスに
もなりかねない。それゆえ支える人すべてが理解で
きるようなシートでなくてはならない。情報不足が
あれば支える人の熱意で収集するしかない。
　ケアマネジャーにとっては、ケアプランを作成し
て、さらに「むすび和」が加わることは負担が重く
なりかねない。そのためにはケアプラン作成に記入
したフェイスシートが、そのまま「むすびの和」に
自動的に記録される方式を採用するつもりである。
また、双方向で情報を開き、入れ込むことについて
も技術的には可能なので、個人情報の兼ね合いを検
討しながら進めている。

６．おわりに
　本シートの普及により以下のような効果が生じる
と考えている。
１　 医師とケアマネジャー、訪問看護師、訪問介護

士、通所介護職員など福祉・介護の人との連携
が強まる。

２　 適切な在宅サービスが提供され、介護者の介
護負担軽減や療養者のQOL向上にむすびつく。
ひいては地域包括ケアシステム推進の大きな力
になることができる。

３　 在宅療養者が増加して、適切な医療・福祉サー
ビスの実現により、長期的に医療費の軽減にも
つながる。

　「むすびの和」を原版とした大津市医師会の「こ
ころの平安」がすばらしいものとして発展し、私た
ちのお手本になっていただくことを、こころから
願っている。

参考文献：
上田敏「ICFの理解と利用」から図、表や理念や考
え方を引用および参考にしました。

図３：参加と社会参加

事例：Ａさん　85歳　女性　左大腿部骨折でリハビリから退院してきた。
Ａさんは、現在独居で車いす生活。本人の目標は、杖を使用し、歩行できること。

装具・補助用具等に
ついても記入する　

現　　　　状
目　　標

頑張れば自分でできる 生活の中でしている

活
　
　
　動

屋外活動
車いすを自走式に変更し上
肢を鍛え、支援バーで車い
すに移乗できる

車いすに移乗介助を必要と
し、車いすを押してもらい
可能

車いすを自走式に変更する
ことで自分で目的地の半分
は自分で移動できる

屋内活動
自室は全て車いすを使用し
ているが、右足で床を蹴っ
て移動できる

自室では車いすを使用し、手
すりと車いすの操作を練習中

車いすを自分で操作し、室
内を移動できる

食事
テーブルと車いすの高さ調
節で食べやすくなる

準備が整えば、自分で食べ
ることができるが偏食があ
り、食事量が少ない

自分で食べることが維持で
きる

排泄（トイレ移動） 室内移動が車いすでできる
ことで移動は可能

便秘が強く、下剤や浣腸で
調節。移動には介助が必要

車いすを操作できることで
自分で排泄ができる

入浴（清潔保持）
通所介護で入浴しているが、
タオルを渡せば自分で洗う
事ができる

自分で浴槽に入ることがで
きない。介助が必要

通所を利用して、プランど
おり入浴ができ、自分で身
体が洗える

口腔ケア 車いすで室内移動ができれ
ば、自分で可能

移動の介助があれば、自分
でできる

洗面所まで移動でき、歯磨
きができる

コミュニケーション 話す機会を多くもつ 可能 会話の内容が増える

参
　加

状況
（�社会参加：家庭
の役割を含む）

家庭では、主婦をやり、料理も好きであったが、現在はで
きない。食べた食事の味を言ってもらったり、物を作って
達成感をもってもらう

現在利用している通所介護
や、行事に自走式の車いす
に自分で行き、積極的に参
加できる


