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困難事例におけるケア会議の有用性

～情報共有・地域と他職種の連携で

認知症高齢者の生活を支援する～

綾川町国民健康保険綾上診療所
三村 由美子 中村 律子 十枝 めぐみ

【はじめに】

困難事例のケアマネジメントを行うにあた
り、行き詰ることがある。今回、他職種の
連携を持ち、その意見を取り入れたことで、
サービスの調整に成功し、在宅生活を継
続できているケースに出会った。そこで、
ケア会議の開催や情報共有のコツなどに
ついて、多少の知見を得たので報告する。

困難事例のケアマネジメントを行うにあたり、行
き詰ることがある。

今回、他職種の連携を持ち、その意見を取り入れ
たことで、サービスの調整に成功し、在宅生活を継
続できているケースに出会った。

そこで、ケア会議の開催や、情報共有のコツなど
について、多少の知見を得たので報告する。

６０代女性

若年性アルツハイマー

独居

元介護職員

退職後、介護予防サポーターとして
活動

【症例】

60代女性　若年性アルツハイマー　独居　元介護
職員

 Ｈ２０年頃より物忘れや対人関係が上手くできないなど、問題
行動がみられた。 Ｈ２３年、義母の死後、独居となり、問題行
動が悪化した。

 Ｈ２５年１月精神科病院初診。

隣県に住む次男が２週に１回訪問し、生活援助・金銭管理を
行う。

町内に住む兄が、毎日訪問し服薬させる。

【経過】

Ｈ20年頃より、認知症状がみられるようになった。
Ｈ25年１月精神科病院初診。
隣県に住む次男や、町内に住む兄が、生活支援を

行う。
認知症状の改善は見られず、興奮状態が続いた。
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二男・兄

殺してやる。 私の生活をめちゃくちゃにして、
お前の家族もめちゃくちゃにしてやる。

百万円単位のお金を引き出し、使い道が分からない。

隣人・友人

朝５時ごろから電話攻撃が始まる。

数十回かけなおし、脅しのような内
容の留守電を残す。

二男に通帳を取られて、お
金がない。兄も何もしてくれ
ない。お金を貸してほしい。

もうズタズタや。

今から家に帰って、愛犬を殺し
て私も、死ぬ。

遺書を何通か書いており、隣人や・友人に見せる。

駐在所・役場
年金の通帳を息子に取
られて、生活できない。

死ぬしかない。

問題行動

駐在所・警察署・役場に何
度も電話をかける。
「虐待か？」

包括支援センターへ連絡
が入る。

生活支援をしている、二男と兄に対する電話の攻
撃がひどく、早朝から、数十回電話をかけ、攻撃的
な訴えを繰り返した。

隣人や友人にも、時間かまわず訪問し、同じ話を
繰り返し、最後には、自殺をほのめかす言葉を残し
た。

駐在所や役場にも生活に困っていると、頻回に電
話をかける。

対応に苦慮したそれぞれが、包括支援センターへ
相談した。

 Ｈ２５年８月ケアマネージャーとして担当する。

 本人を交えて話し合い、訪問介護を利用して、
調理の実施・膝の痛みもあり、デイケアの利用
を計画した。

 本人、自らケアプランに署名した。

 しかし、実際の利用時は興奮が強く、どの
サービスも利用に至らなかった。

 綾上診療所に通院し、内服だけ継続する。

ケアプラン作成

利用時、玄関で１時間。
一方的に喋り続ける。

相手の話を全く、受け
入れようとはしない。

Ｈ25年８月ケアマネージャーとして担当。
本人を交えて話し合い、サービスを計画。本人自

らケアプランに署名した。
しかし、デイケア送迎時、興奮状態で喋り続け、

１時間かけて誘い出そうとしたが、利用に至らな
かった。

訪問介護も、利用は難しいと断念する。
興奮状態を抑えなければ、サービス導入は難しいと
思われた。内服だけ継続する。

夜間の徘徊
長男にハサミ
を向ける

周囲への
頻回な訪問

執拗な電話
危険な車の

運転

症状に改善はなく、
入院治療も視野に
入れ、精神科医師

に相談。

独居の場合、治療後
に在宅に戻ることが困
難なことが多い。地域
でサポートできないか。

夜間の徘徊もみられ、事故の危険もあった。
執拗な電話や訪問も減ることがなく、入院治療も

視野に入れ、精神科医師に相談した。
「独居の場合、治療後に在宅に戻ることが、困難

なことが多い。地域でサポートできないか。」と、
医師も含めてケア会議を開催。

第１回地域ケア会議開催 （25.10.15）

精神科医 綾上診療所医師 駐在所 健康福祉課 民生委員

二男 兄 友人 通所リハビリ

包括支援センター ケアマネ

参加者

在宅で治療を行うにあたって、薬物療法だけでは効果がない。暮らしの不安を
軽減する必要がある。女性の普段の生活状況を話し合い、何か必要としている
ものはないかと考えた。

頻回に電話がかかる、駐在所・役場職員・民生委
員・友人にも参加をしてもらう。

女性の普段の生活状況を話し合い、「何か必要と
しているものはないか」と考えた。

「近所でラーメンやインスタント食品を、よく購
入している。」という意見をもとに、訪問介護の在
り方を検討した。
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介護

医療

インフォーマル

行政

月曜日から土曜日
訪問介護

生活援助 （１時間）
傾聴し、お弁当と薬を渡す

ケアマネ 適宜訪問

週１回訪問診療
体調管理・精神状況の観察
内服コントロール

民生委員 日曜日訪問 傾聴
友人 電話の状況に応じて対応
隣人 普段の生活の見守り

電話の状況を包括支援センターへ報告

家族

兄 日曜日に訪問し、内服支援
次男 ２週に１回訪問生活・金銭管理
長男 年に２回 帰省

【ケアプラン】 要介護１

ケア会議での情報から、興奮が強く、こちらの訴
えに、耳を貸してくれる、状況ではないことが分かっ
ていた。

家の中に入るのは難しいと考え、まずは玄関で訴
えを傾聴し、最後にお弁当と薬を渡す、生活援助を
導入した。

通院は訪問診療へ切り替え、民生委員や友人の関
わりも継続し、役場や駐在所への電話の状況も、包
括支援センターで把握することとした。

第2回地域ケア会議開催 （25.11.13）
参加者

綾上診療所医師 駐在所 二男 民生委員 友人

社協 訪問介護 包括支援センター ケアマネ

本人の変化

駐在所への電話はなくなり、家族への電話もかなり減った。

「殺してやる」「死んでやる」など攻撃的な言動もなくなった。

アセスメント

ヘルパー訪問当初は、「誰に頼まれた？」と警戒心がみられたが、話を聞いてくれて最後
にお弁当を渡されることで、ヘルパーへの警戒心は解けた。
ときには、家に入り、調理や片づけもできるようになった。

毎日誰かが、話を聞いてくれることが、症状の安定につながった。

プランの変更

区分変更申請を行い、訪問介護の利用を１日２回へ増やす。

要介護３

第２回ケア会議開催
ヘルパー訪問当初は、「誰に頼まれた？」と警戒

心がみられたが、話を聞いてくれて、お弁当を渡さ
れることで、ヘルパーへの警戒心は解けた。

ときには、家に入り、調理や片づけもできるよう
になった。

駐在所への電話はなくなり、家族への電話もかな
り減った。

毎日誰かが、話を聞いてくれることが、症状の安
定につながった。

訪問介護を１日２回へ増やす。

ケア会議開催の流れ

開催日 新たな参加者 会議の主な内容 サービスの変更

第３回 25.12.11 毎回、調理と掃除
を実施する。

いつも鍵は閉めて
いる。

継続

第４回 26.1.29 小規模多機能 お正月、二男にス
コップを振り上げ追
いかける。

町への電話が増え
る。

小規模多機能への
移行も検討。

訪問介護
１日３回へ増やす。

第５回 26.5.20
（更新時期）

要介護３→２

玄関を掃除したり、
庭掃除をする姿あり。
玄関の鍵は開いて
いる。

限度額の関係で、

訪問介護を１日２回へ
減らす。週３日は３回。

第１回から第４回までは、ひと月ごとにケア会議
を開催した。

訪問介護の利用は順調であったが、自分の話を十
分に聞いていないと感じると、「私にはヘルパーは
必要ない。」と、安易な対応はできなかった。

正月明け、精神状態が不安定になったため、訪問
介護を１日３回に増やした。

３回に増やしてからは、穏やかに過ごす。
更新時期に要介護度が改善され、症状も安定して

おり、限度額の関係で、訪問回数を減らした。

開催日 新たな参加者 会議の主な内容 サービスの変更

第６回 26.8.11 訪問介護の回数を
減らしたが、穏やか
に過ごせている。

玄関は網戸で過ご
している。

変更なし

第７回 26.11.4 役場や友人への電
話が増加。「夜寝ら
れない」の訴えが増
えている。日中寝て
いる時間が増える。

訪問介護を１日３回へ
戻す。
限度額を超えて利用。

第８回 26.12.17 司法書士
（後見人）

デイサービス

後見人制度利用。
友人とデイサービス
を見学。

その後、一人で一
日利用が出来た。

デイサービスの利用を
開始 週１回

利用日は送り出しで訪
問介護を利用。

第９回 27.2.4 デイサービスの状況
確認。

乗車後は、帰りたい
という事もなく、利用
できている。

デイサービス週２回へ

穏やかに過ごしていたが、寒い時期になると、不
安定な言動が増えてくる。

女性の生活全体を支援するため、小規模多機能へ
の移行を検討するが、訪問介護を同じ回数利用する
ことが難しく、移行に至らなかった。

民間の古民家を利用した、小規模デイサービスの
利用を試みた。

友人が「食事に行こう」と一緒に見学に行き、初
回利用時は、送り出しにも顔を出してくれた。長年
の友人が後押しをしてくれたことは、困難と思われ
た、デイサービス利用の大きなポイントとなった。

その後は、訪問介護の送り出しで、デイサービス
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を利用した。

開催日 会議の主な内容 サービスの変更

第10回 27.4.1 電話が壊れたからと、近
所へ歩いていくことが増
える。１週間に１回程度。

デイサービス週３回へ

第11回 27.4.17 家から２キロくらいの範囲
を歩く。週２回ほど。
興奮はしていない。

デイサービス利用日は訪
問介護は送り出しのみ。
夕食の準備が出来ない。

デイサービス週４回へ
夕食は宅配弁当を利用

第12回 27.5.27
（更新時期）

要介護２→３

デイサービスを増やして
からは、周囲を歩くことは
ない。

家族への電話は週２回く
らい。友人や民生委員へ
の電話はない。

デイサービスへ行く洋服
選びや、化粧をするよう
になる。
穏やかに過ごす。

継続

暖かくなり、家から２キロくらいの範囲を、歩い
ている姿を見かけるようになる。

事故の危険もあり、デイサービスの利用を、週４
回まで増やした。

利用日は、ヘルパーと洋服選びや化粧をするなど、
身なりを気にするようになった。

デイサービス利用の様子

写真の掲載については家族に承諾を得ています。
デイサービスでは、調理の実施や園芸・趣味に

合った作品づくり・外出。様々なレクリエーション
を企画している。

険しい表情で過ごしていたが、利用を重ねるうち
に、徐々に穏やかな表情が見られるようになった。

利用中、他の利用者の車いすを押したり、手を貸
すなど、元介護職としての姿を垣間見ることが出来
た。

【考察】

認知症がある独居老人の生活状況を把握すること
は難しい。今回のケースでは、事例介入時に、こ
まめにケア会議を開催したことで、女性の情報を
共有することができ、サービスを適切に調整するこ
とが出来た。インフォーマルな方の参加を継続す
ることで、女性とのかかわりを続けてもらい、介護
保険サービスでは出来ない効果を引き出した。

ケア会議の開催は、ケアマネには重要な情報源と
なり、参加者には一人ひとりの関わりが、女性の生
活を支援していると意識づけることにつながった。

今回のケースでは、事例介入時に、こまめにケア
会議を開催したことで、女性の情報を共有すること
ができ、サービスを適切に調整することが出来た。

インフォーマルな方の参加を継続する事で、女性
とのかかわりを続けてもらい、介護保険サービスで
は、出来ない効果を引き出した。

ケア会議の開催は、ケアマネには重要な情報源と
なり、参加者には一人ひとりの関わりが、女性の生
活を支援していると、意識づけることにつながった。

ご清聴ありがとうございました。

ご清聴ありがとうございました。




