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三重県立伊賀白鳳高等学校
三重県立伊賀白鳳高等学校は、平成 21 年度に開校し、10 年目の節目を迎えた。本校は、
工業系の機械科(機械工学コース)、電子機械科(電気工学コース・ロボットコース)、工芸デ
ザイン科(インテリアコース・デザインコース)と、農業系の生物資源科(バイオサイエンス
コース・生産ビジネスコース)、フードシステム科(フードサイエンスコース・パティシエコ
ース)、商業系の経営科(ビジネスコース・マネジメントコース)そして、福祉系のヒューマ
ンサービス科(介護福祉コース・生活福祉コース)の７学科 13 コースを設置している。
本校は、入試の仕組みに特徴がある。三重県では、前期選抜と後期選抜の２回実施してお
り、本校では前期選抜で科ごとに募集し、後期選抜では、全学科のくくり募集をしている。
そこで、生徒の学科コース決定のために一年生の前期は、「産業技術基礎」という科目を設
置し、全ての生徒が、全てのコースを体験するという仕組みを取っている。そのコース体験
終了後、コースの決定が行なわれる。そのためコース決定は、７月に行われ、後期より科の
授業が行われている。

４月

産業技術基礎

入学

全コース体験
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三重県

１

教科名

高等学校
福祉

学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関す
る実践研究

な

学校名（生徒数）
所在地（電話番号）

み え けんりつ い が はくほうこうとうがっこう

三重県立伊賀白鳳高等学校（824 人）
三重県伊賀市緑ヶ丘西町２２７０－１
0595-21-7969（ヒューマンサービス科） 0595-21-2110（代）

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.igahakuho.ed.jp
研究のキーワード
動画

動画と連動したプリント 振り返りシート

研究結果のポイント
１「生活支援技術」における指導方法・指導内容の研究
①

介護福祉士養成に関する授業の展開及び評価方法の工夫

○ 対人関係の基本やコミュニケーションの技術を学習したのち，要介護度別（低い→高い順）
に「介護とコミュニケーションの両立」を学ぶ授業展開の実施
○ 動画を活用した授業とその動画に連動したプリントで授業を展開し，生徒にとって学びや
すく振り返りやすい工夫を実施
②

医療的ケアの授業展開について

○ エビデンスシートを活用し、ひとつひとつの動作に意味があることを確認することで理解
を深める授業展開の実施
③

介護福祉士国家資格取得を目指さない生徒向けの生活支援技術（２単位）の授業展開及び評

価の工夫
○ 授業ごとの振り返りシートを作成するとともにルーブリック評価を実施
２「社会福祉基礎」組織管理・人材管理・チームについての教育内容の検討
○
１

チームマネジメントを意識したグループワークの展開を実施
研究主題等

（１）研究主題
「生活支援技術」における指導方法及び指導内容の工夫改善
「社会福祉基礎」において，組織・人材・チームについての教育内容の検討
（２）研究主題設定の理由
本校が立地する伊賀市は，多くの福祉施設があり，福祉人材育成の必要性が高い地域である。
本校ヒューマンサービス科は，このような状況を鑑み，介護を深く学ぶ介護福祉コースと保育
を含めた幅広い福祉を学ぶ生活福祉コースの２つのコースを設置している。厚生労働省が示す
介護福祉士養成課程が変わろうとしている中で，改めて生活支援技術の指導方法及び評価につ
いての研究に取り組み，介護福祉コースでは，介護福祉士として必要な知識と技術を，生活福
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祉コースでは，介護職員初任者研修修了程度の介護の知識と技術について教育内容及び教育方
法の工夫改善を研究目的として実施する。また，今後介護福祉士に必要とされる組織管理・人
材管理・チーム運営についての学習内容の検討を行う。
（３）研究体制

校内体制
職員会議
ヒューマンサービス科 【科会議】

県教育委員会

・2 年次生徒担当者会

学習指導

・3 年次生徒担当者会

委員会

・各教科担当者会
・生活支援技術担当者会

（４）１年目の主な取組
４月 連絡協議会
平

６月 学校訪問 神奈川県立二俣川看護福祉高等学校

成

８月 学習指導要領に関する研修会

30

９月 学校訪問 名古屋市立西陵高等学校

年

10 月 学校訪問 和歌山県立有田中央高等学校

度

12 月 指定校訪問

神奈川県立横須賀明光高等学校

２月 報告会
２

研究内容及び具体的な研究活動

（１）研究内容
１「生活支援技術」における指導方法・指導内容の研究
① 介護福祉士養成に関する授業の指導方法及び指導内容の工夫
② 医療的ケアの授業展開について
③ 生活支援技術（２単位）の授業展開及び評価の工夫（資格取得を目指さない生徒）
２「社会福祉基礎」組織管理・人材管理・チームについての学習内容の検討
（２）具体的な研究活動
「生活支援技術」における指導方法・指導内容の研究の一つ目として，①「介護福祉士養成
に関わる授業の展開及び評価方法の工夫」について取り組んでいる。本校生徒の実態として，
介護技術の実技テストを実施した際に，環境因子・個人因子に配慮した声かけの評価が低いと
いう結果がでている。これは，介護に集中するあまり，コミュニケーションをとる余裕がない
と推測することができる。そこで，要介護度の低い人の事例から介護技術と必要なコミュニケ
ーション技術の習得を目指した授業を展開することとした。具体的には，対象者を一人に絞り，
加齢に伴い要介護度が高くなる事例で介護技術等を学ぶ授業実践である。この授業展開では，
要介護度が低い段階では，介護技術においては見守り支援が主なものとなり，その反面，声か
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けを中心としたコミュニケーション技術を重要な位置づけとして学ぶことができる。また，対
象者を一人に絞って学ぶことにより，介護過程の学習にも十分につながると考えている。
要介護度別の実践について，本校オリジナル動画を見て流れを学習，デモで細かく説明，そ
の後各自で実践という授業展開を実施した。また，動画を iPad で制作した後，動画を写真に
取り出す作業をし，流れが写真で振り返ることができるようなプリントを作成した。これによ
り放課後など自分で振り返り学習ができるようになった。さらに，授業の欠席者などに対応す
る補習動画として，VR 授業も検討している。
二つ目の②「医療的ケアの授業展開について」では，医療的ケアの基本研修の内容を確実に
身につけるための工夫として，今年度「エビデンスシート（ひとつひとつの動作に意味・根拠
があることを学びながら理解する）
」を活用した授業展開を実施した。しかし，動作の一つ一
つは理解できているが，
「医療的ケア」という一つの流れとしての把握ができていないという
生徒の実態が現れた。これは，教員デモが一連の流れでできていない事により，生徒の手順の
定着が悪いことなどが理由として考えられた。そこで，介護者への「声かけ」を徹底的に生徒
が記憶することにより，
「動作」とつながると推測し，
「声かけシート（声かけを覚えることに
より，動作と声かけの連動による定着）」の取り組みを行う準備を進めた。また，流れを把握
できていないのは，市販 DVD が，本校の学びの実態に合っていないという点が挙げられるため
本校オリジナル動画を作成し，次年度に取り組む準備を行っている。
三つ目の③「介護福祉士国家資格取得を目指さない生徒向けの生活支援技術（２単位）の授
業展開及び評価の工夫」については，ワークを中心とした授業展開とルーブリック評価の取り
組みを実施した。また，毎時間の授業の最後に実施する「振り返りシート」を作成した。今後，
生徒自身の授業の振り返りとともに教員の授業改善へとつなげることをねらいとしたい。
「社会福祉基礎」組織管理・人材管理・チームについての学習内容の検討では，社会福祉基
礎の中でグループワークを積極的に取り組み，三つの方法で実施した。一つ目は、グループ学
習を実施する上で役割を決めずに取り組む方法である。この方法では，自然とリーダー的な役
割の生徒やメモをとる生徒，発表原稿をつくる生徒などの役割が自然発生してきた。発表も代
表者のみでなく，グループ全員が同じ場所に立つことで，グループの一体感や協力という姿勢
が育まれたと考える。二つ目は、グループ内でさまざまな役割を決定する方法である。この方
法では，活動を行う上で各役割の大切さ，苦手・得意などの自分の特性を理解する事につなが
ったと考える。三つ目は，グループリーダーのみを決める方法である。この方法では、リーダ
ーとフォロワーの役割をグループワークを通して十分に理解することができたと考える。この
方法とチームマネジメントの基礎知識を学ぶことで，「介護の質を高めるために必要な，チー
ムマネジメントの基礎的知識を理解し，チームで働くための能力を養う学習とする」という科
目のねらいの一つが達成されるのではないかと考えている。今後、さらに研究を深めていきた
い。
３

研究の成果と課題（○成果●課題）

１「生活支援技術」における指導方法・指導内容の研究
①

介護福祉士養成に関する授業の展開及び評価方法の工夫

○要介護度の低い高齢者の支援から，コミュニケーション力を重視した学習をすすめ，介護度
を上げながら学ぶ授業展開の実施することで，生徒が環境因子・個人因子に配慮した声かけが
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できるようになった。
○動画を活用した授業とその動画に連動したプリントでの授業展開をし，生徒が学びやすく振
り返りやすい工夫をすることで，生徒の介護技術の習得につながった。
●動画やその連動するプリントは，動作の流れか，ポイントのどちらを重視すべきかが課題。
②

医療的ケアの授業展開について

○エビデンスシートの活用でひとつひとつの動作に意味があることを確認することで生徒の
理解が深まった。
●教員の細切れの説明により生徒が一連の流れを理解できていないことや，
「声かけ」そのも
のにも課題が残っている。
③ 「介護福祉士国家資格取得を目指さない生徒向けの生活支援技術（２単位）の授業展開及び
評価の工夫」
○授業ごとの振り返りシートを実施することで、生徒の授業内容の定着をはかる授業展開が実
施できた。
●振り返りシートが教員の授業改善につながっていない。
２「社会福祉基礎」組織管理・人材管理・チームについての学習内容の検討
○チームマネジメントを意識したグループワークの展開を実施することにより，チームの役割
を理解することができた。
４

今後の取組
１「生活支援技術」における指導方法・指導内容の研究
① 介護福祉士養成に関する授業の展開及び評価方法の工夫
・ 動画と連動した授業プリントの作成
・ 介護種別毎の学びと事例を使った介護技術の学びの到達度比較の実施
② 医療的ケアの授業展開について
・ 基本研修の内容を確実に身につけるための工夫
・ 声かけシート（声かけを覚えることにより，動作と声かけの連動による定着）学習の有
用性の検証
③ 生活支援技術（２単位）の授業展開及び評価の工夫（資格を目指さない生徒）
２「社会福祉基礎」組織管理・人材管理・チームについての学習内容の検討
・ チームマネジメントの基礎的知識学習事例の作成

５

研究協議会の中で協議したいこと

○

生活支援技術において、介護の実技試験をどのように実施しているのか。

○

医療的ケアの評価項目を、どのように設定しているのか。

○

社会福祉基礎において、組織管理・人材管理・チームについての学習の検討をすすめてい
るのか。
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資料 1

⽣活⽀援技術
介護福祉⼠を⽬指すコース
実技指導の進め⽅

平成 30 年度
三重県⽴伊賀⽩鳳⾼等学校
ヒューマンサービス科

平成３１年２⽉５⽇

生活支援技術の実技指導に関するポイント

昨年度より、生活支援技術の介護の授業をわかりやすくするために、2 点の工夫を取り
入 れ た 。1 点 目 が 、動 画 を 活 用 す る こ と 、2 点 目 が 、動 画 に リ ン ク し た プ リ ン ト を 作 成 す る
ことであった。ただ、その取組みの中で課題点も見つかった。今年度は新たに動画とプリ
ントの見直しを進める。その中でのポイントをいくつか挙げる。
１．教員の介護服を購入

見た目をすっきりさせるため、介護服の購入を検討した。スポーツブランドの介護服があ
り購入することとした。
①教員の姿が統一されきれいな感じにみえる
②教員が正しい服装をすることで、生徒の服装も正される
③ブランドものだけに、かっこいい
※金銭的には、従来のジャージ（ノーブランド）と同価格
これに伴い、生徒も同じブランドの別シリーズを購入することとした。
見かけではないとは思いつつも、かっこいい服装というものは、気持ちの上での向上がみ
られよい効果が見られた。また、生徒は今まで、ジャージと T シャツの組み合わせであ
ったが、夏場にも襟つきのほうがよいのではないかという意見から、ポロシャツとジャー
ジの組み合わせにした。

1

２

授業の展開
昨年度後半からの流れから、授業の展開は動画を見て、流れや大まかなポイントを確認

する。その上で、デモを行うことで、細かなポイントを説明する。それを踏まえ実際に確
認しながら実技を個々で行う展開を進めている。医療的ケアでも同様だが、デモがあるこ
とは、教員が何らかの言葉を話して途切れてしまうこと、生徒の立ち位置によって見にく
い事から、介護の流れ全体を把握することが難しい。また、デモが、ベストではないこと
も起こるため、動画は介護の流れを把握するという点でかなり利点がある。ただ、細かな
動きの説明は、やはりデモを行う必要性があり、かならずデモを行うのだが、流れを把握
した上で見るため、デモが説明で途切れ途切れになっても生徒の理解に影響はない。この
２段階での介護理解が介護実技の定着に効果があり、実際に練習しているときの説明・ア
ドバイスが減っている。

動画

３

•流れ
•ポイント
確認

デモ

細かなポイ
ント説明

実践

実際に介護
をし確認

プリント
授業では、知識プリントと実技プリントの２種類用意した。実技プリントでは、動画に

リ ン ク し た プ リ ン ト を 作 成 し た 。 昨 年 度 も 作 成 し か け た の だ が 、 今 年 度 は A3 一 枚 の プ リ
ントで、左側に介護のながれを説明するもの、右側には、その介護の流れとともに、声か
けや介護のポイントを記入する者とした。これを、それぞれの介護で作成をすることで、
介護内容の振り返りがしやすく、自学自習ができる工夫を行うことで、確実な知識・技術
の定着を図る工夫を行った。
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プリント作成の課題
・流れを意識する目的で作成のため、定点カメラでプリントを作成していた。
しかし、介護技術を教える中では、どうしてもわかりやすい撮影ポイントがいいの
ではないか
①流れ動画と流れプリント
②流れ動画と介護のポイントプリント
③介護のポイント動画と介護のポイントプリント
・プリントのコマ割り
① サ イ ズ 的 に A4 で 12～ 16 コ マ
② 細 か く て も ポ イ ン ト を 押 さ え る べ き 25 コ マ

４

介護技術を学ぶ順序
教科書では、居住環境の整備、家事の介護、身じたくの介護、移動の介護、食事の介

護、入浴・清潔保持の介護、排泄の介護、睡眠の介護の流れである。ベッドメイクは睡眠
に入り、体位変換は移動にあるため、身じたくの介護時には、ベッドメイクや体位変換、
体位などは行っていない状況にあり、混乱する。昨年度は、基礎的介護技術として、ベッ
ドメイク・体位変換をした上で、家事の介護などの介護を学ぶという流れで行った。しか
しながら、教科書の通りというよりは、一つ一つの介護を切り出し、学ぶイメージになっ
てしまった。
昨 年 度 、 生 活 支 援 技 術 の 授 業 展 開 に つ い て 、 厚 生 労 働 省 の 伊 藤 専 門 官 か ら 、「 事 例 を 追
いながら介護を学べたらおもしろいかも」というヒントをいただいた。そこで、白鳳花子
さんというひとりの高齢者を設定し、６５歳、７０歳、７５歳と歳を追うごとに、介護度
が増していくなかで、介護技術を学ぶという展開を考えた。そうすることで生活支援技術
が、介護過程の展開へのつながりになるのではないかと考える。また、介護技術コンテス
トの課題に取り組むベースになるのではないかとも考えている。

環境整備

白鳳花子さん

白鳳花子さん

白鳳花子さん

65歳の介護

70歳の介護

75歳の介護

※ 65 歳 で は 、 見 守 り に 近 い 。 70 歳 に な り 一 部 介 護 と な り 、 そ れ ぞ れ の 介 護 を 学 ぶ
※ 杖 な ど は 、 65 歳 で は 2 動 作 歩 行 、 70 歳 で は 3 動 作 歩 行 の 学 び
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５

動画の作成
iPad で 動 画 を 撮 影 し 、 編 集 を 加 え な が ら 作 成 し た 。 今 回 、 今 年 の 4 月 に 発 売 さ れ た

iPad６ th を 購 入 し た 。 一 つ 上 位 モ デ ル の iPad Pro と 悩 ん だ が 、 値 段 の 関 係 と 10 イ ン チ
以下の画面のモデルは、ワード・エクセル・パワーポイントの簡略版が無料で使えること
の ２ 点 か ら 通 常 の iPad に す る こ と と し た 。
ビ デ オ カ メ ラ で 撮 影 し 、 PC で 編 集 も 考 え た が 、 手 間 が か か る こ と が 予 想 さ れ た 。 iPad
ならば一台で完結することが、一番の利点でもある。大きな画面で、写りを確認できるこ
と 、 iPad 上 で 編 集 作 業 が で き る こ と 、 動 画 を 再 生 し て い る と こ ろ で ス ク リ ー ン シ ョ ッ ト
を 撮 る こ と で 、 プ リ ン ト 用 の 写 真 が と れ る こ と 、 icloud を 経 由 し て 、 動 画 な ど が PC に 移
動できることなどから、教材動画や教材作成をすすめている。ただ、見やすい一方で、
iPad が 大 き く 重 い た め の 固 定 に 苦 労 し 、 装 着 後 三 脚 の バ ラ ン ス が 悪 い こ と な ど が 欠 点 と
してあげられる。

６

VR 授 業
実 技 指 導 の 中 で 、 定 点 で の 授 業 動 画 で は 見 え に く い こ と も あ り 、 360 度 カ メ ラ で の 撮 影

にチャレンジしてみた。この動画で授業を見る意味があるのかと言う問いもあるが、その
ときその場に自分がいる感覚などは、わかりやすいのではないかと考える。しかし、実際
に撮ってみると、撮影ポイントは１点であり、歩き回る感じではないこと。また、データ
量も多く、長時間には向かない事が判明した。何らかの活用はできそうな気もするが、現
段階では難しいと判断する。面白さだけではないかと言わざるをえない。
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生活支援技術

月

１年介護福祉コース
本日のテーマ

日（

）

席 名前

上方移動の介助

１．上方移動とは
ベッドの下の方で寝てしまっている利用者さんに、ベッドの中心で寝
ていただけるように上の方に移動していただくこと。
２．上方移動の方法
①声掛け・準備（ベッドの高さ）

②枕の移動

③重心をまとめる

目線を合わせ元気よく行う。

ヘッドボードに立てかける。

腕を組んでいただく。

④膝を立てる

⑤介助できる体勢へ

⑥動きの説明

ベッドを蹴りやすい角度に
膝を立てていただく。

介助者の腕は、利用者の肩と できることはしていただける
臀部に添える。
ように伝える。
介助者の足は肩幅に開く。

⑦移動

⑧枕を直し体調確認

滑らせるようにベッド上方へ。
（注）持ち上げない。

体調確認を行い、その後、介
助の終了を伝える。
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月

日（

本日のテーマ

）

席

名前

仰臥位→長座位→端座位の介助（体位変換）

１．仰臥位→長座位→端座位への介助方法

＊ベッドの高さ注意

①声かけ・準備

②重心をまとめる

③介助できる姿勢に

目線を合わせはっきりと。
床頭台を移動。

奥の腕は胸の前に、手前の
腕は体の横に置く。

ベッド端に膝を乗せる。

④介助できる姿勢に

⑤起き上がり動作（長座位へ）

⑥体調確認・次の動作準備

肩に手を入れる。
手首を支える。

手前に引き寄せる（半円を
描く）ように、上半身を起こ
す。

体調確認。
両手を胸の前でまとめる。
膝下に手を入れる。

⑦端座位へ

⑧体調確認・座位確認

⑧介助の終了

トルクアクションを活用し、足
を下ろす。

体調確認。
座位の安定を確認。

介助の終了を告げる。

深く座っている
足底が床につている
膝の角度が９０度以内
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7

月

日（

本日のテーマ

）

席

名前

車いすからベッドへの移乗介助（全介助）

1．ベッドへの移乗介助の方法
①声かけ

②車いすの配置

③靴を脱ぐ

目線を合わせはっきりと。

移乗しやすい位置へ。

フットサポートから足を下ろ
す。

④立ち上がり動作準備

⑤ベッドへ移乗

⑥体調確認・座位確認

浅く座り、足を引く。
肩幅に足を広げる。

膝折れ防止。
前屈みでベッドへ。

体調確認。
座位の安定の確認。

⑦端座位から仰臥位へ

⑧車いすを片づける

⑨介助の終了

上半身から先に倒す。
足をベッドに乗せる。

ブレーキをかける。

介助の終了を告げる。
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9

10

11

⑤脱衣（２）

⑧着衣（２）・履き心地確認

⑦立位へ★体調確認

②浅座り→立位★体調確認

④座位へ★体調確認

①声かけ・衣類選択・準備

⑨座位へ★体調確認

⑥着衣（１）

③脱衣（１）

課題
白鳳花子さん（７０歳、女性）は、８年前に脳梗塞で倒れ、後遺症で左
片麻痺があります。
現在、居室でお茶を飲んでいましたが、誤ってコップを倒してしまい、
ズボンが濡れてしまったため、ズボンのみの着替えを望んでいます。
着替えの手伝いをしてください。
なお、衣服の着脱には介助が必要です。
※靴は省略します。

衣服の着脱介助（ズボン）

手

介助内容

準備物

順

声掛け / 留意点

月

席 名前
日（

）
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⑤脱衣→カゴへ入れる

⑧体調確認

⑦着心地の確認

②衣服の選択

④ボタン外す

①声かけ（説明と同意）

⑨終了を告げる

⑥着衣→ボタンを留める

③衣服の準備

課題
白鳳花子さん（７０歳、女性）は、８年前に脳梗塞で倒れ、後遺症で左
片麻痺があります。最近は少し肌寒いため毎日上着を着ています。
現在、今着ている上着では寒いと訴えがあり、もう少し厚めの上着に
着替えることになりました。着替えの手伝いをしてください。
なお、ベッドで端座位になっています。
また、衣服の着脱には介助が必要です。

衣服の着脱介助（前開き服）

手

介助内容

準備物

順

声掛け / 留意点

月

席 名前

日（

）
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実技テスト課題

席

名前

14

床頭台

施設玄関

上着（１枚）が乗っています

配置図

これから入居者のみなさんと、施設の車で買い物に出かける予定です。
現在、伊賀はなさんは居室のベッドで端座位になられています。伊賀はなさんが車
いすに乗り移るためのお手伝いをしてください。
そして、施設の車が停車している施設玄関まで移動介助してください。
なお、伊賀はなさんはお気に入りの上着をもう一枚羽織って出かけたいとおっしゃら
れています。＊靴はすでに履いています。

す。普段、施設内の移動では杖を使用し歩行されていますが、お出かけなど移動距
離が長い場合には車いすを使用されています。

伊賀はなさん（７０歳、女性）は８年前に脳梗塞で倒れ、後遺症で左片麻痺がありま

前期考査１

車 い す

メモ欄
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実技テスト課題

席

名前

献立表

昼食

椅子

上着が置いてあります

床頭台

靴

てください。そして、その後、献立の説明をしてください。なお、伊賀はなさんは靴を
はいていません。

難聴があります。現在は居室のベッドに端座位になられています。もうすぐ昼食の時
間です。伊賀はなさんに上着（前開き服）を着ていただき、食卓までの移動を介助し

伊賀はなさん（８０歳女性）は糖尿病性網膜症で右目が失明しています。また老人性

後期考査１

メモ欄

白御飯、味噌汁、秋刀魚の塩焼き、ほうれん草のお浸し

献立

記入日

平成２０年 9 月 25 日

介護実践モデル
名 前

はくほう
白鳳

はなこ
花子

要介護度
（障害程度区分、障
害手帳取得状況等）

生活歴
家族状況

要介護度

１

性別

女性

生年月日

昭和 １３年４月２２日

（年齢）

（

６５歳 ）

身体障害者

認知症高齢者の

障害老人の日常

手帳

日常生活自立度

生活自立度

J２

３人姉妹の長女として伊賀市に生まれる。１８歳の時に日本国有鉄道（現在の JR）に勤
務している男性と結婚。数年後に子ども２人（長女・長男）を授かる。米作りと子育てに
励み、外に仕事に出る機会はなかった。長女は他県へ嫁ぎ、長男も嫁をもらい、孫５人
に恵まれた。４年前に夫が他界し、現在は長男夫婦と３人暮らしである。昨年１２月に健
康のために散歩をしていたところ、足を滑らせてしまい、右足首を骨折。数か月間病院
で生活を送ることとなったが、リハビリテーションの甲斐あって、在宅復帰できることと
なった。住まいは昔ながらの日本家屋で、段差も多い。また、居室は離れの１階を使用
しており、移動距離が長いため、普段から十分に気をつけて生活を送っている。骨折を
する前までは、畑仕事や米作りの仕事も手伝っていたが、現在は家族に止められてい
ることもあり、自粛している。

・白内障（平成５年１０月）・・・手術をするもあまり効果は得られなかった。
既往歴

・高血圧症（平成６年～）・・・服薬にて管理中。
・右足根骨骨折（平成１９年１２月）
・降圧剤（アムロジン錠―カルシウム拮抗薬） 朝食後服用している。

服薬・治療状況

身体状況（ADL）

その他

・足腰が弱っており、動作は緩慢である。
・起き上がりや立ち上がりは自立しているが、たまにふらつくことがある。
・食事や着替え・入浴は自立しており、歩行には杖またはシルバーカーを使用している。
・排泄は基本的にはトイレにて行っているが、間に合わない場合があるため、リハビリパ
ンツを着用している。
・白内障により、物の識別がしにくい。

・利き手は右である。
・塗り絵が得意で、色の強弱などをつけて上手に塗られる。
・現在は週に３回（月、水、金）デイサービスを利用している。
・自分でできることは自分でと思っており、無茶をしてしまう場面もある。
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記入日

平成 2５年 9 月 25 日

介護実践モデル
名 前

はくほう
白鳳

はなこ
花子

要介護度
（障害程度区分、障
害手帳取得状況等）

生活歴
家族状況

要介護度

２

性別

女性

生年月日

昭和 １３年４月２２日

（年齢）

（

70 歳 ）

身体障害者

認知症高齢者の

障害老人の日常

手帳

日常生活自立度

生活自立度

A1

３人姉妹の長女として伊賀市に生まれる。１８歳の時に日本国有鉄道（現在の JR）に勤
務している男性と結婚。数年後に子ども２人（長女・長男）を授かる。米作りと子育てに
励み、外に仕事に出る機会はなかった。長女は他県へ嫁ぎ、長男も嫁をもらい、孫５人
に恵まれた。9 年前に夫が他界し、長男夫婦と３人暮らしであったが、１か月前に脳梗塞
を発症し緊急搬送された。後遺症で左片麻痺となり、現在はリハビリテーションを兼ね
て介護老人保健施設に入所している。在宅復帰を目指しているが、身体の状態に合わ
せて自宅の改修等も必要になりそうなことから、３か月後を目途に退所予定である。毎
週水曜日に家族の面会がある。

・白内障（平成５年１０月）・・・手術をするもあまり効果は得られなかった。
既往歴

・高血圧症（平成６年～）・・・服薬にて管理中。
・右足根骨骨折（平成１９年１２月）
・脳梗塞（平成２５年８月）―後遺症として左片麻痺となる。
・降圧剤（アムロジン錠―カルシウム拮抗薬） 朝食後服用している。

服薬・治療状況

身体状況（ADL）

その他

・食事、着替え、起き上がりの動作は一部介助が必要である。
・移動は杖または車いす（長距離の場合）を使用している。
・排泄については、日中はトイレ誘導を行っているが、夜間はポータブルトイレを使用し
ている。
・車いすやポータブルトイレへの移乗は一部介助にて行っている。
・白内障により、物の識別がしにくい。

・利き手は右である。
・塗り絵が得意で、色の強弱などをつけて上手に塗られる。
・現在は介護老人保健施設に入所している。（居室はユニット型個室である）
・介助バーを使用している。
・自分でできることは自分でと思っており、無茶をしてしまう場面もある。
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記入日

平成３０年 9 月 25 日

介護実践モデル
名 前

はくほう

はなこ

白鳳

花子

要介護度
（障害程度区分、障
害手帳取得状況等）

生活歴
家族状況

要介護度

４

性別

生年月日

女性

昭和 １３年４月２２日

（年齢）

身体障害者

認知症高齢者の

手帳

日常生活自立度

（

Ⅲa

障害老人の日常
生活自立度

・高血圧症（平成６年～）・・・服薬にて管理中。
・右足根骨骨折（平成１９年１２月）
・脳梗塞（平成２５年３月）―後遺症として左片麻痺となる。
（平成３０年３月）（平成３０年５月）
・認知症診断（平成 28 年６月）
・降圧剤（アムロジン錠―カルシウム拮抗薬） 朝食後服用している。
服薬・治療状況

身体状況（ADL）

その他

）

C2

３人姉妹の長女として伊賀市に生まれる。１８歳の時に日本国有鉄道（現在の JR）に勤
務している男性と結婚。数年後に子ども２人（長女・長男）を授かる。米作りと子育てに
励み、外に仕事に出る機会はなかった。長女は他県へ嫁ぎ、長男も嫁をもらい、孫５人
に恵まれた。１４年前に夫が他界し、長男夫婦と３人暮らしであったが、５年前に脳梗塞
を発症し緊急搬送された。後遺症で左片麻痺となり、介護老人保健施設にてリハビリテ
ーションを行い、１度は在宅復帰をした。しかし、自宅での生活は日中独居となることか
らも、本人および家族の課題は残った。しばらくして、認知症の症状も出始め、服薬管
理などもできなくなっていった。脳梗塞でたびたび倒れるようになり、入退院を繰り返
すうちに ADL も低下してきた。４ヶ月前の入院の際には、介護度が４に上がったことも
あり、自宅での生活は難しいと判断された。現在は特別養護老人ホームに入所してい
る。

・白内障（平成５年１０月）・・・手術をするもあまり効果は得られなかった。

既往歴

7５歳

・食事、着替えは全介助である。
・移動は車いすを使用している。
・排泄はおむつを使用している。
・声掛けには応えられるが、感情の起伏が激しい場合がある。
・白内障により、物の識別がしにくい。
・利き手は右である。
・塗り絵が得意だった。
・現在は特別養護老人ホームに入所している。
・ベッドの左側は壁となっており、右頭側にはサイドレールが設置されている。

21

22

⑩三角コーナー
（第３コーナー）

⑭反対側に回る

⑬真ん中のシーツを
入れ込む

⑥足側のシーツを
マットレスの下へ

⑤三角コーナー
（第１コーナー）

⑨もう一度頭側の
シーツをしっかり
入れる

②縦にシーツを
広げる

※右側の頭側から始める

①シーツを置く

手順

入れ込む

⑮真ん中のシーツを
しっかり引っ張り

⑪もう一度足側の
シーツをしっかり
入れる

⑦三角コーナー
（第２コーナー）

③横にもシーツを
広げる

ベッドメイキング（シーツの敷き方）

⑯できあがりを確認
する

⑫三角コーナー
（第４コーナー）

⑧ベッドの反対側に
回る

④頭側のシーツを
マットレスの下へ

日（

）

メモ欄

⑤三角形の頂点を
下ろす

①シーツを持つ

⑥上から押さえ直し
中の手を抜く

②マットレスの上に
持ち上げる

※三角コーナーの作り方

月
名前

⑦整える

③余分なシーツを
入れ込む

席

⑧残りのシーツを
入れ込む

④シーツを押さえる

No.1

⑨一番下をしっかり
掴み、上まで持ち
上げ、頭側の人に
渡す

⑩完成

⑥足側の人は、左か
ら真ん中に手を入
れ屈む

⑤頭側の人がしっか
り持つ

⑦一番下をしっかり
掴み、上まで持ち
上げ、頭側の人に
渡す

②端と端を合わせ、 ③もう半分に折る
半分に折る
※輪の上に重ねる
※輪はベッド側
ようにする

①２人組でシーツの
両端を持ち、ベッ
ドの右側に立つ

シーツのたたみ方

ベッドメイキング（シーツのたたみ方）

⑧もう一度、左から
真ん中に手を入れ
る

④頭側のシーツを高
く上げ、足側の端
と合わせる。

日（

）

シーツのたたみ方（図）

月

足 側

頭 側

23

名前

⑦しわ等がないかを確認し、完成。

⑥縦にもう半分に折る。

⑤縦にもう半分に折る。

④縦に半分に折る。

③横にもう半分に折る。
（注）②でできた輪の位置は動かさない。

②横に半分に折る。
（注）ベッド側が輪になるようにする。

①ベッドに寝ている人から見て「右側」に立ち、
二人組でシーツの両端を持つ。

席

No.２

24

①枕カバーを手繰り ②枕全体を枕カバー
寄せておく
に入れる

枕カバーのつけ方

③立てて持ち、余っ
ている部分を中折
りにして入れる

ベッドメイキング（枕カバー）

④見た目がきれいな
方が床頭台に向く
ようにして置く。

日（

）

枕カバーのたたみ方（図）

①輪を左にしてベッド ②下側を上側に重ね
に置く
るようにして、半分
に折る

枕カバーのたたみ方

月
名前

④しわ等がないかを確認し、完成。

③右側を左側に重ねるようにして、半分に折る。

②さらにもう半分に折る。

①ベッドの上に横向きに置き、
下側を上側と重ねるようにして、半分に折る。

③ 先 ほ ど と 同 じ よ う ④右側を左側に重ね
に半分に折る
るようにして、半分
に折る

席

No.３

25

②上半身を前屈みに
なるようにする

③腰を落としながら
座る

④姿勢を安定させる

・足底が床についている

・膝の内角が９０度以内になる＝ベッドの高さ調整する

・深く座る

④ 座位の基本を守る

③ 手掌を大腿部につくようにすると安定する

② 前屈み＝お辞儀をするように

椅子やベッドの座面を、事前に確認する

① 座る物の正面に背を向けて立つ

①座る物の前に立つ

「座る」動作の基本

立位から座位へ

日（

）
席

名前

⑤介助終了

④安定した姿勢へ

③体調確認

②端座位へ

①介助開始
声掛け

介助項目

それでは少し離れます。
このままでお待ちください。

それでは、しっかり座っていただきます。
深く座れていますか。
足の裏は床にしっかりついていますか。
ベッドの高さは高すぎませんか。

体調は大丈夫ですか。

それでは、ベッドを背にして立ってください。
お辞儀をするように前屈みになりながら座りましょう。
手は太ももにつくと座りやすいと思います。

こんにちは。白鳳花子さん。
今からお手伝いさせていただく○○です。
体調は大丈夫ですか。
昼寝をされたいとのことなので、まずはベッドに腰掛
けていただきたいと思います。よろしいですか。
ベッドの前まで歩いて行きましょう。

声掛け

練習課題
白鳳花子さん（６５歳、女性）は現在デイサービスで昼食を食べ終えたところです。少し疲れ
が出たため、昼寝をしたいとの申し出がありました。まずは、ベッドに腰掛けていただけるよう
声掛けをし、見守ってください。なお、白鳳花子さんはベッドの近くで立たれています。
※ベッドの高さは、端座位で座れるように調整済みです。

月

No.4

26

②肩と頭をつける

③下半身をベッド上
に上げる

④体が真っ直ぐになるようにする

→少ない力で動けるので、腹筋への負担が少ない

膝は曲げて、体を小さくまとめる

③体を倒す時の反動に合わせて、足を上げる

※ヘッドボードに頭を当たることがないようにする

②枕のある位置を確認する

①肘の置く位置と角度をよく考える

①肘をベッドにつく

「寝る」動作の基本

端座位から仰臥位へ

④姿勢を安定させる

日（

）
席

名前

体調は大丈夫ですか。
タオルケット、足元に用意してありますので、ご自由に
お使いください。
それでは、失礼します。ゆっくりお休みください。

⑤介助終了

では、寝ていただきたいと思います。
肘、肩の順にベッドについていただき、その後すぐに
足を上げてください。
寝心地は大丈夫ですか。

それでは靴を脱いでください。
ご自分でできますか。
靴はこちらに置いておきますね。

こんにちは。白鳳花子さん。
今からお手伝いさせていただく○○です。
体調は大丈夫ですか。
昼寝をされたいとのことなので、靴を脱いでいただい
て、ベッドに横になっていただきたいと思います。よろ
しいですか。

声掛け

④体調確認

③仰臥位へ

②靴を脱ぐ

①介助開始
声掛け

介助項目

練習課題
白鳳花子さん（６５歳、女性）は現在デイサービスで昼食を食べ終えたところです。少し疲れ
が出たため、昼寝をしたいとの申し出があり、ベッドに座るところまでを別の職員が見守りまし
た。あなたは、仰向けになって寝ていただけるよう声掛けをし、見守ってください。なお、白鳳
花子さんは靴をはいたままです。
※ベッドの高さは端座位で安定して座れるよう調整されています。

月

No.５

27

④姿勢を安定させる

・足底が床についている

・膝の内角が９０度以内になる＝ベッドの高さを調整

・深く座る

④座位の基本を守る

→②と同時で行うと反動で下ろしやすい

③起き上がると同時に足を下ろす

②肘、手首の順に力を入れ、起き上がりの支点にする

（ベッドの端でなく、ベッド面でもよい）

①力の入りやすい部分を掴む

①手掌でベッドの端 ②肘と手首に力を入 ③足をベッド下に
を掴む
れ、起き上がる
下ろす

「起き上がる」動作の基本

仰臥位から端座位へ

日（

）
席

名前

⑤介助終了

④安定した姿勢へ

それでは、1 度離れます。
お待ちください。

それでは、しっかり座っていただきます。
深く座れていますか。
足の裏は床にしっかりついていますか。
ベッドの高さは高すぎませんか。

体調は大丈夫ですか。

それでは、まずはじめにベッドの端に座っていただき
たいと思います。
力が入りやすいところに右手を置いていただけます
か。
肘と手首を支えにして起き上がりましょう。その後すぐ
に足を床に下ろすようにしてください。

②端座位へ

③体調確認

白鳳花子さん。そろそろ起きましょうか。
今からお手伝いさせていただく○○です。
体調は大丈夫ですか。ゆっくり休めましたか。
これからレクリエーションがありますが参加しますか。

声掛け

①介助開始
声掛け

介助項目

練習課題
白鳳花子さん（６５歳、女性）は現在デイサービスで昼食後のお昼寝をされています。もうす
ぐレクリエーションの時間です。その旨を白鳳花子さんに声掛けし、起き上がってもらい、ベ
ッドの端に座ってもらってください。なお、白鳳花子さんはベッド上で仰臥位になられていま
す。※ベッドの高さは端座位で安定して座ることができるよう調整済みです。

月

No.６
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②上半身が前屈みに ③ 臀 部 を浮 か し、膝 ④姿勢を安定させる
なるようにする
を伸ばす

④立位が安定しているか確認する

手掌を大腿部に置くと安定する

③②の反動で臀部が浮いた瞬間に膝を伸ばす

②前屈み＝お辞儀をするように

両足は肩幅に開いておく

踵を後ろに引き、膝の内角が狭くなるようにする

①大腿部が半分くらい出るように浅く座る

①浅く座り、足を引く
肩幅に足を開く

「立ち上がる」動作の基本

端座位から立位へ

日（

）
席

名前

次に立っていただきたいと思います。
立ちやすいよう、今より浅く座っていただけますか。
踵を後ろに引いていただけますか。
では、お辞儀をするように前屈みになりながら、立ちま
しょう。手を太ももにつくと立ちやすいと思います。
体調は大丈夫ですか。
安定して立てていますか。
ふらつきなどはありませんか。
それでは、座席まで歩いていきましょう。

④体調確認
⑤安定した姿勢へ

⑥介助終了

それでは、靴を履いていただきます。
こちらの靴でよろしいですか。
ご自分でできますか。
しっかりと履けましたか。

こんにちは。白鳳花子さん。
今からお手伝いさせていただく○○です。
体調は大丈夫ですか。
レクリエーションに参加されるとのことなので、靴を履
いていただいて、座席に移動していただきたいと思い
ます。よろしいですか。

声掛け

③立位へ

②靴を履く

①介助開始
声掛け

介助項目

練習課題
白鳳花子さん（６５歳、女性）は先ほどまでデイサービスで昼食後のお昼寝をされていました。
もうすぐレクリエーションの時間です。先ほど別の職員が、ベッドの端に座ってもらうまでを
見守りました。あなたは、白鳳花子さんに立って移動していただけるように声掛けし、見守っ
てください。なお、白鳳花子さんはまだ靴をはいていません。
※ベッドの高さは、端座位で安定して座ることのできるように調整されています。

月

No.7

階段を上る

階段を下る

29

②杖と左足を同時に
段下に出す

段上に出す

②杖と左足を同時に

②杖と左足を同時に
前に出す

③右足を段下に出し
左足に揃える

左足に揃える

③右足を段上に出し

③右足を左足に揃える
ように前に出す

・持ち方
付属の紐を手首に通し、持ち手を握る。
足先から前に１５ｃｍ、さらに横に１５ｃｍの位置に杖先端をつく。

・長さを調整する
①杖の持ち手の高さを、利用者の大転子にくるようにする。
②杖をついた時、肘関節が約１５０度に屈伸するようにする。

・点検をする
杖先端のゴムがすり減っていないか、外れないか。

①右手で杖を持つ

①右手で杖を持つ

①右手で杖を持つ

※右手で杖を持つ場合

杖歩行の介助（２動作歩行）

「杖歩行（２動作）」の基本

平地

日（

）
席

名前

それでは、まず立っていただきたいと思います。
浅く座り直して、足を引くことできますか。
前屈みになりながらゆっくり立ちましょう。
体調は大丈夫ですか。
こちら杖です。紐を通して持ってください。
杖と左足、その次に右足という順番です。
ご自分のペースで歩いていきましょう。
私は後ろからついて行かせていただきます。
玄関に着きました。
体調は大丈夫ですか。
前の方が車に乗られるまで、少しお待ちください。

④体調確認
⑤杖歩行

⑥玄関到着
介助終了

先に杖の点検をさせていただきます。
異常ありませんので、こちら使っていただきます。

②杖歩行の準備

③立位へ

白鳳花子さん。お話中すいません。
そろそろご帰宅の時間です。その準備をお手伝いさせ
ていただく○○です。
体調は大丈夫ですか。
もうすぐ送迎の車が準備できますので、玄関先まで移
動していただきたいのですが、よろしいですか。

声掛け

①介助開始
声掛け

介助項目

練習課題
白鳳花子さん（６５歳、女性）は今日、デイサービスで 1 日を過ごしました。もうすぐ自宅に帰
る時間で、送迎車に乗るために、玄関まで移動していただく予定です。白鳳花子さんの杖歩
行を介助してください。なお、白鳳花子さんは現在フロアの椅子に座って隣の席の方とお話
されています。※杖の点検はまだしていません。

月

No.８

杖歩行の介助（３動作歩行）

階段を上る

30

階段を下る

患

②左足を前に出す

健

②右足を前に出す

患

②左足を前に出す

健

③右足を前に出す

患

③左足を前に出す

健

③右足を前に出す

階段を上る時は腰を後ろから、下る時は肩を前から支える

「階段の手前まで行きましょう。」「階段を上りましょう。」など

行き先やこれからの行動を事前に伝える

杖

①杖を前に出す

杖

①杖を前に出す

杖

①杖を前に出す

「杖歩行（３動作）」の基本 ※右手で杖を持つ場合

練習課題
白鳳花子さん（７０歳、女性）は今からリハビリテーションの時間です。今日は杖歩行で階段の上り下りの練
習をする予定です。理学療法士の先生の指導のもと、杖歩行の介助をしてください。なお、白鳳花子さん
はすでに杖歩行で階段近くの廊下まで来ています。

平地

介助項目

日（
名前

それでは、これで終わります。

リハビリテーションお疲れさまでした。
いい感じに歩くことができていましたよ。
次も頑張りましょう。

⑥ねぎらいの言葉

⑦介助終了

では、階段を下っていただきます。
今度は杖、左足、右足の順で前に出してください。
前から支えさせていただきます。
階段下りきりました。体調は大丈夫ですか。

⑤階段を下る

今度は階段を下っていただきますので、方向転換をしましょう。
杖、左足、右足で歩きながら、回りましょう。
階段の手前まで進んでください。体調は大丈夫ですか。

④方向転換

それでは、まず階段の手前まで歩いていきましょう。
杖、左足、右足の順です。
支えさせていただきます。
階段の前に着きました。一度止まってください。
体調は大丈夫ですか。

こんにちは。白鳳花子さん。
今から一緒にリハビリテーションをさせていただく〇〇です。
体調は大丈夫ですか。
今から、杖を使って階段の上り下りの訓練をしていただくとのことで
すが、よろしいですか。

声掛け

席

では、階段を上っていただきます。
今度は、杖、右足、左足の順で前に出してください。
後ろから支えさせていただきます。
階段上りきりました。体調は大丈夫ですか。

）

③階段を上る

②平地歩行

①介助開始

月

No.９

31

仰臥位から端座位へ（一部介助）

⑰右足の靴を履いて
もらう

⑯左足の靴を履いて
もらう

⑱履き心地の確認を
する

⑬右側を深く座って
もらう

⑧患側に移動する

③タオルケットを外し
足元に整える

⑲介助終了を告げる

⑭姿勢の安定の確認を
する

⑨体調確認をする

④左手を安全な位置に
置いてもらう

患側保護－患側に配慮すること
環境整備－移動したものは元の位置に戻す、整えるなど
脱健着患－脱ぐときは健側から、着るときは患側からという意味
靴を履いていただく時は、患側から履いていただく

⑫左側を深く座って
もらう

⑦起き上がってもらう

⑥介助バーを掴んで
もらう

⑪組んだままの足を
戻してもらう

②介助バーを開く

①挨拶、説明と同意
体調確認をする

⑮靴の確認をする

⑩介助バーを握りなおし
てもらう

⑤両足を組んでもらう

練習課題
白鳳花子さん（70 歳、女性）は現在、居室のベッドで就寝中です。もうすぐ起床の時間ですので、白鳳花
子さんに目を覚ましていただき、端座位になっていただく介助をしてください。なお、白鳳花子さんはタオ
ルケットをかけています。
※ベッドは安定した端座位になれる高さに調整済みです。

体位変換

⑥介助終了を告げる

・体調確認する
・離れることを伝え、姿勢を保持していただく

・本人の靴であるかどうか確認する
・脱健着患で履いていただく

・組んだ足を戻すときは、踵を下から持ち上げるようにする
・深く座っていただくときは、健側は活用していただく
・座位のポイントを確認する
深く座る、膝の内角９０度以内、足底が床についている

（４）姿勢の安定確認

⑤靴を履く

・起き上がり後は体調確認、患側保護をする

・動作の説明
「足を床に下ろすと同時に、肘でベッドを押すようにして
起き上がってください。」
・起き上がり時、必要があれば健側の肩と患側の膝を支える

（２）起き上がる

（３）体調確認

・患側の手は胸の前に置いていただく
・両足を組む時は、患側が上になるように組んでいただく

（１）体をまとめる

④端座位へ

・タオルケットは扇子畳みにして足元にまとめる

③掛け物を外す

名前

・90 度に開き、ロックをする

留意事項

席

②介助バーを開く

）

・就寝中＝挨拶の前に起きていただく声掛け（肩をたたくなど）

介助項目

日（

①挨拶、説明と同意
体調確認

月

No.１０
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端座位から仰臥位へ（一部介助）

⑰介助終了を告げる

⑯症状の確認をする

⑬寝心地の確認をする

⑧寝てもらう

③左足の靴を脱いで
もらう

⑭タオルケットを掛ける

⑨体調確認をする

④靴を整えて置く

⑮介助バーを閉じる

⑩左手を楽な位置に
置いてもらう

⑤両足を組んでもらう

安楽な姿勢－利用者が楽に感じる姿勢 ← 確認することが大切
手や足の持ち方－×上から掴む
〇下から支える

⑫組んだままの足を
戻してもらう

⑦介助バーを握りなおし
てもらう

⑥左手を安全な位置に
置いてもらう

⑪右手を楽な位置に
置いてもらう

②右足の靴を脱いで
もらう

①挨拶、説明と同意
体調確認をする

練習課題
白鳳花子さん（70 歳、女性）はお昼のレクリエーションに参加されていましたが、体調が悪くなり居室に戻
ってきました。しばらく端座位で休まれていましたが、寝て休みたいと申し出がありました。白鳳花子さんが
寝ることができるよう介助してください。なお、白鳳花子さんは仰向けになって休まれたいとのことです。
※ベッドの足元にはタオルケットが扇子畳みの状態で置かれています。靴は履かれたままです。

体位変換
名前

・体調確認する
・体調を気遣った声掛けをする

・真っ直ぐに戻し、ロックをかける

⑤介助バーを閉める

⑥介助終了を告げる

・タオルケットを掛けるかどうか確認する

④掛け物を掛ける

・安楽な姿勢か確認する

・寝た直後は体調確認する

（３）体調確認
（４）姿勢の安定確認

・動作の説明
「肘、肩の順で体を倒し、それと同時に足をベッドに上げてくだ
さい。」
・必要があれば、健側の肩や踵、踝を支える

・患側の手は巻き込まれない位置へ置いていただく
・両足を組んでいただくときは患側が上になるようにしていただく

（２）寝転ぶ

（１）体をまとめる

③仰臥位へ

・できる範囲で利用者にしていただく
・脱健着患
・靴の置く位置を確認する

留意事項

席

②靴を脱ぐ

）

・体調不良＝介助中でも気分が悪くなった場合などは伝えて
もらえるように声掛けする
・患側保護をする

介助項目

日（

①挨拶、説明と同意
体調確認

月

No.１１
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端座位から立位へ（一部介助）

⑬ホール入り口に
着いたことを伝える

⑧立ってもらう

③右側を浅く座って
もらう

⑭体調確認をする

⑨体調確認をする

④左側を浅く座って
もらう

⑮介助終了を告げる

⑩姿勢の安定の確認を
する

⑤肩幅に足を開いて
もらう

膝折れ防止ー立ち上がる際、患側の膝などが変な方向に曲がらないようにすること。
患側の脇、膝、つま先の３点を支える。
前傾姿勢になると支えやすい。

⑫ホール入り口まで
杖歩行をしてもらう

⑦膝折れ防止のため
支える

⑥踵を後ろに引いて
もらう

⑪杖を持ってもらう

②杖の点検をする

①挨拶、説明と同意
体調確認をする

練習課題
白鳳花子さん（70 歳、女性）は現在、居室のベッドで端座位になられています。もうすぐおやつの時間で
す。白鳳花子さんにその旨を伝え、ホールの入り口までの移動を介助してください。なお、白鳳花子さんは
ホールへの移動時はいつも杖を使用されています。
※靴は履かれています。杖は床頭台に立てかけてあります。

体位変換
名前

・立ち上がった後は、立ちくらみ等がないか確認する

（４）体調確認

・体調確認をする
・離れることを伝え、姿勢の保持をしていただく

・杖、患側、健側の順で歩いていただく

（２）説明

⑤介助終了を告げる

・杖は手首にひもをかけて、正しく持っていただく

（１）杖を渡す

④杖歩行

（５）姿勢の安定確認

・前屈みになっていただける声掛けをする

・介助者も前傾姿勢になり、利用者に近づく

（２）膝折れ防止
（３）立ち上がる

・浅く座り直す時は、健側から出てきていただく
・できる限り健側を活用していただく

（１）立ちやすい姿勢へ

③立位へ

・長さ調整やゴムがすり減っていないか確認

留意事項

席

②杖の点検

）

・おやつの時間＝食べられるかどうか確認
・杖歩行されるかどうか確認
・患側保護

介助項目

日（

①挨拶、説明と同意
体調確認

月

No.１２
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立位から端座位へ（一部介助）

⑰介助終了を告げる

⑯テレビをつけるかどう
かなど確認する

⑬左側を深く座って
もらう

⑧足を肩幅に開いて
もらう

③体調確認をする

⑭右側を深く座って
もらう

⑨右手で大腿または介
助バーを持ってもらう

④ベッドを背にして
立ってもらう

患側保護－患側に配慮すること
環境整備－移動したものは元の位置に戻す、整えるなど

⑫体調確認をする

⑦杖を置く

⑥立位の安定を確認
する

⑪座ってもらう

②ベッド前まで杖歩行し
てもらう

①挨拶、説明と同意
体調確認をする

⑮姿勢の安定を確認
する

⑩膝折れ防止のため
支える

⑤杖を預かる

練習課題
白鳳花子さん（70 歳、女性）は先ほどホールでおやつを食べ、他の入居者さんと交流されていました。もう
すぐ好きなテレビ番組が始まるため、居室の入り口まで杖歩行で戻ってきました。テレビを見ることができ
るよう白鳳花子さんがベッドに端座位になるまでを介助してください。
※靴は履いたままでかまいません。

体位変換
名前

・深く座り直す時は、患側からにしていただく

（５）姿勢の安定確認

・体調確認をする
・離れることを伝え、姿勢の保持をしていただく

・座った直後は、体調と座位の安定を確認する

（４）体調確認

⑤介助終了を告げる

・前屈みになっていただける声掛けをする

・膝折れ防止＝介護者ともに前傾姿勢

・杖を預かる前後には、立位の安定を確認する
・立位が不安定なようであれば、介助バーを活用する
・杖の置く位置を確認する

（３）座る

（２）膝折れ防止

（１）座りやすい姿勢へ

④端座位へ

③杖を預かる

・杖、患側、健側の順で歩いていただく
・ベッドの足側から入るとそばに行きやすい

留意事項

席

②杖歩行

）

・患側保護
・テレビの話題に触れた声掛けをする

介助項目

日（

①介助開始

月

No.１３
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かぶり服の交換（一部介助）

⑬介助終了を告げる

⑧迎え袖ができるように
新しい服を持つ

③新しい服の患側の袖
を手繰り寄せておく

⑨患側の腕を袖に通し
てもらう

④健側の腕を袖から
抜いてもらう

裾

襟

袖

⑩頭を通してもらう

⑤頭を襟から抜いて
もらう

袖口・・・袖の端

襟元・・・襟の前の部分

襟ぐり・・・首回り（ネックライン）

迎え袖－袖を手繰り寄せる、利用者の手を迎える

脱健着患－脱ぐ時は健側から、着る時は患側から

⑫着心地の確認をする

⑦脱いでもらった服を
脱衣カゴへ入れる

⑥患側の腕を袖から
抜いてもらう

⑪健側の腕を袖に通し
てもらう

②上着を選択してもらう

①挨拶、説明と同意
体調確認をする

練習課題
白鳳花子さん（70 歳、女性）は現在、居室のベッドで端座位になられています。これから毎月恒例のお誕
生会があり、白鳳花子さんも参加される予定です。白鳳花子さんは、お誕生会に初めて参加されるので、
身だしなみを気にされており普段着から着替えたいとおっしゃられています。もうすぐお誕生会が始まるの
で、白鳳花子さんの上衣の着替えをお手伝いしてください。なお、上衣はかぶり服とします。
※脱衣カゴは足元に用意してください。

着脱介助
名前

・健側で手首あたりまで脱いでいただく

（３）患側を脱ぐ

・体調確認する
・離れることを伝え、姿勢の保持をしていただく

・特に首元、後ろ身頃など利用者が気づきにくい部分を確認する

（４）着心地確認

⑤介助終了を告げる

・患側を保護する

・襟元をしっかり広げる（髪の毛、眼鏡に注意）
・下を向くようにしていただく

（２）頭を通す

（３）健側を着る

・迎え袖をする

（１）患側から着る

④着衣

・服の内側が中になるよう丸める
・丁寧に入れる

・襟元をしっかり広げる（髪の毛、眼鏡に注意）
・下を向くようにしていただく

（２）頭を抜く

（４）脱衣カゴへ入れる

・袖口を持つなどして補助する
・羞恥心に配慮する（タオルをかけるなど）

（１）健側から脱ぐ

③脱衣

・上着は自己選択していただく
・準備した上着は、ベッド上など近くに置く

留意事項

席

②服の準備

）

・患側保護しながら声掛けする
お誕生会についての内容

介助項目

日（

①挨拶、説明と同意
体調確認

月

No.１４
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前開き服の交換（一部介助）

⑰着心地の確認をする

⑯ボタンを留めてもらう

⑱介助終了を告げる

⑬後ろ身頃を背中に沿
わせる

⑧患側の腕を袖から
抜いてもらう

③新しい服のボタンを外
し、袖を手繰り寄せる

⑭健側の腕を袖に通し
てもらう

⑨脱いでもらった服を
脱衣カゴへ入れる

④着ている服のボタンを
外してもらう

脱健着患－脱ぐ時は健側から、着る時は患側から
迎え袖－袖を手繰り寄せる、利用者の手を迎える

⑫袖を肩山までしっかり
上げる

⑦脱いでもらった袖を患
側に持ってくる

⑥健側の腕を袖から
抜いてもらう

⑪患側の腕を袖に通し
てもらう

②上着を選択してもらう

①挨拶、説明と同意
体調確認をする

⑮肩山の位置などを
整える

⑩新しい服の袖（患側）
を手繰り寄せる

⑤肩山を肩から外す

練習課題
白鳳花子さん（70 歳、女性）は現在、居室のベッドで端座位になられています。上着（薄い）を１枚着ていま
すが、寒くなってきたので上着を厚い物に替えたいとの訴えがありました。
白鳳花子さんの上着の着替えをお手伝いしてください。
なお、上着はどちらも前開き服で、白鳳花子さんはいつもボタンを留めています。
※脱衣カゴは足元に用意してください。

着脱介助
名前

・体調確認をする
・寒さが和らいだかなど尋ねる

・特に首元、後ろ身頃など利用者が気づきにくい部分を確認する

（４）着心地の確認

⑤介助終了を告げる

・ボタンを留めるか確認する
・できる範囲で利用者に外していただく
・難しいようであれば介助する

・襟元を持つなどして補助する
・患側を保護する

（２）健側を着る

（３）ボタンを留める

・迎え袖をする

・服の内側が中になるよう丸める
・丁寧に入れる

（１）患側から着る

④着衣

（４）脱衣カゴへ

・肩から手首までは利用者にしていただく
・介護者が手を離すときは、介助バーなどを握っていただく

・脱ぎやすいように肩山を下ろしておく
・袖口を持つなどして補助する
・羞恥心に配慮する（新しい上着をかけるなど）

（２）健側から脱ぐ

（３）患側を脱ぐ

・できる範囲で利用者に外していただく
・難しいようであれば介助する

（１）ボタンを外す

③脱衣

・上着は自己選択していただく
・準備した上着は、ベッド上など近くに置く

留意事項

席

②服の準備

）

・患側保護しながら声掛けする
寒さにふれた内容

介助項目

日（

①挨拶、説明と同意
体調確認

月

No.１５
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ズボンの交換（一部介助）

⑱上衣の裾をズボンに
入れるか確認する

⑬健側の足をズボンに
通してもらう

⑧体調と姿勢の安定の
確認をする

③ 新 しい服の ズボン の
裾を手繰り寄せておく

⑲履き心地を確認する

裾

⑭ウエスト部分を膝上ま
でたくし上げておく

⑨健側の足を脱いで
もらう

④立ってもらう

脱健着患－脱ぐ時は健側から、着る時は患側から
体位変換が多いため、体調および姿勢の安定の確認を忘れない

⑰ウエストを適切な位置
まで上げてもらう

⑯体調と姿勢の安定の
確認をする

㉑介助終了を告げる

⑫患側の足をズボンに
通してもらう

⑦座ってもらう

⑥ズボンを下ろして
もらう

⑪脱いだズボンを脱衣
カゴへ入れる

②ズボンを選択して
もらう

①挨拶、説明と同意
体調確認をする

ウエスト

⑳座ってもらう

⑮立ってもらう

⑩患側の足を脱いで
もらう

⑤体調と姿勢の安定の
確認をする

練習課題
白鳳花子さん（70 歳、女性）は先ほど居室でお茶を飲んでいたところ、手が滑ってお茶をこぼしてしまい、
ズボンの膝あたりを濡らしてしまいました。白鳳花子さんのズボンのみの着替えをお手伝いしてください。
なお、白鳳花子さんは現在、端座位になられています。
※本来ならば靴を履いていると思いますが、今回は省略してください。

着脱介助
名前

⑤介助終了を告げる

（８）座位へ

（７）履き心地の確認

（６）裾の出し入れ

（５）ウエスト部分を
上げる

（４）立位へ

（３）ズボンを上げる

（２）健側を履く

（１）患側から履く

④着衣

（６）脱衣カゴへ入れる

（５）患側を脱ぐ

（４）健側から脱ぐ

（３）座位へ

（２）ズボンを下す

（１）立ちやすい姿勢へ

③脱衣

・体調確認する
・離れることを伝え、姿勢の保持をしていただく

・入れる場合は、できるところはご自分でしていただく

・できる範囲で利用者に上げていただく

・裾が床につかないようにたくし上げておく

・できる限りズボンが床につかないようにする

・足を持ち上げる時は、踵の下から持ち上げるようにする
・介助者が支えを離す時は、介助バーを掴んでいただく
・服の内側が中になるよう丸める
・丁寧に入れる

・健側の手でできるところまで下ろしていただく
・膝まで届かない場合は、補助する

・ズボンは自己選択していただく
・準備したズボンは、ベッド上など近くに置く

留意事項

席

②服の準備

）

・患側保護しながら声掛けする
・自尊心を傷つけないようにする

介助項目

日（

①挨拶、説明と同意
体調確認

月

No.１６
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ベッドから車いすへ（一部介助）

⑰手を安全な位置へ
誘導する

⑯健側の足をフットサポ
ートに乗せてもらう

⑱介助終了を告げる

⑬体調確認をする

⑧車いすをできる限り
近づけて配置する

③床頭台を移動させる

⑭姿勢の安定を確認
し、深く座ってもらう

⑨健側で奥のアームサ
ポートを握ってもらう

④介助バーを最大に
開く

⑮患側の足をフットサポ
ートに乗せてもらう

⑩膝折れ防止をする

⑤車いすをベッド頭側に
仮置きする

車いすの配置する位置－ベッドに対し２０～３０度程度の角度
利用者の足とレッグサポートがあたる距離まで近づける
ボディメカニクスを活用する

⑫立ち上がりながら車
いすへ移乗してもらう

⑦足を肩幅に開いて
引いてもらう

⑥浅く座り直してもらう

⑪前屈みを意識しても
らう声掛けをする

②車いすを点検する

①挨拶、説明と同意
体調確認をする

練習課題
白鳳花子さん（70 歳、女性）は、これから施設の車に乗って、近くのショッピングモールにお出かけする予
定です。普段は杖で歩行されていますが、移動が長距離になることが予想されるため、車いすを使用する
こととなりました。現在、白鳳花子さんは居室で端座位になられており、車いすはベッド足側に畳んで用意
されています。白鳳花子さんのベッドから車いすへの移乗をお手伝いしてください。なお、靴は履かれてい
ます。

移乗介助
名前

・しっかり座れているか確認
・必要であれば介助をする
・健側を活用していただく

・サイドガードの中に入れていただく

・体調確認する
・離れることを伝え、姿勢の保持をしていただく

④姿勢の安定確認
（１）深く座る
（２）フットサポートに
足を乗せる
（３）手を安全な位置へ

⑤介助終了を告げる

（８）体調確認

・前屈みになっていただくように伝える
・タイミングを合わせてもらえるようにする
・ボディメカニクスを活用
腰を落とす、足を開くなど

・麻痺側の脇、膝、つま先を支える
・移乗時、離さないようにする

（６）膝折れ防止

（７）車いすへ

・手の向きに注意して、奥のアームサポートを掴んでいただく

・角度と距離に注意

・健側を活用していただきながら前に出てきていただく
・車いすを配置しやすいように斜めに

・ロックをかける

（５）アームサポートへ

（４）車いすを近づける

（３）浅く座る

（２）車いすを仮置き

（１）介助バーを開く

③移乗

・タイヤの空気圧、ブレーキの利き、座面などを確認
・異常がなければ、利用者にその旨を伝える

留意事項

席

②車いすの点検

）

・患側保護しながら声掛けする
・お出かけにふれた声掛けをする

介助項目

日（

①挨拶、説明と同意
体調確認

月

No.１７
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車いすからベッドへ（一部介助）

⑰手伝いが必要かどう
か尋ねる

⑯車いすを片づける

⑱介助終了を告げる

⑬体調確認をする

⑧浅く座ってもらい、
足を引いてもらう

③ベッドの近くまで
進んでもらう

⑭車いすを後ろに
下げる

⑨健側の手で介助バー
を握ってもらう

④ベッドの足側に
車いすを配置する

⑮姿勢の安定を確認し
深く座ってもらう

⑩膝折れ防止のため
支える

⑤ブレーキをかけて
もらう

車いすの配置する位置－ベッド横のサイドレール取り付け部に沿わせる（少し斜め）
浅く座りなおした時に介助バーを掴みやすい距離にする
ボディメカニクスを活用する

⑫立ち上がりながらベッ
ドへ移乗してもらう

⑦患側の足を床に
下ろしてもらう

⑥健側の足を床に
下ろしてもらう

⑪前屈みを意識しても
らえる声掛けをする

②ブレーキを外して
もらう

①挨拶、説明と同意
体調確認をする

練習課題
白鳳花子さん（70 歳、女性）は、現在、車いすに乗った状態で居室の入り口付近にいます。先ほどショッピ
ングモールへのお出かけから戻られたばかりです。この後、ベッドに端座位になって買った物の整理をした
いとのことです。白鳳花子さんの車いすからベッドへの移乗をお手伝いしてください。
なお、介助バーは現在９０度に開いています。

移乗介助
名前

・片づける位置を確認する
・ブレーキは必ずかける
・体調確認する
・離れることを伝え、姿勢の保持をしていただく

④車いすの片づけ

⑤介助終了を告げる

（１０）姿勢の安定確認

（９）車いすを下げる
・しっかり座れているか確認
・必要があれば、深く座っていただく介助をする

・ボディメカニクスを活用
腰を落とす、足を開くなど

（７）ベッドへ

（８）体調確認

・前屈みになっていただくように伝える
・タイミングを合わせてもらえるようにする

・介助バーを掴んでいただく

(4)手を介助バーへ

(6)動作の説明

・健側を活用していただきながら前に出てきていただく

(3)浅く座る

・麻痺側の脇、膝、つま先を支える
・移乗時、離さないようにする

・健側、患側の順番で床に下ろしていただく

（2）フットサポート
から足を下ろす

(5)膝折れ防止

・位置と角度に注意する

（１）車いすを配置する

③移乗

・ベッドの近くまで移動してもらいたい旨を伝える
・ブレーキのかけ外しはできる限りご自分でしていただく

留意事項

席

②移動

）

・患側保護しながら声掛けする
・お出かけにふれた声掛けをする

介助項目

日（

①挨拶、説明と同意
体調確認

月

No.１8
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資料３

⽣活⽀援技術
介護福祉⼠国家試験受験資格取得に関わらない⽣徒の⽣活⽀援技術

平成 30 年度
三重県⽴伊賀⽩鳳⾼等学校
ヒューマンサービス科

平成３１年２⽉５⽇

介護福祉士国家試験受験資格取得に関わらない生徒の生活支援技術

本校のヒューマンサービス科の生活福祉コース（介護福祉士国家試験受験資
格取得に関わらないコース）の生徒たちは、２年生から本格的に福祉に関する授
業が始まる。介護についても学習するが、保育に関する学習も多く、将来進学を
希望する生徒がほとんどである。その生徒たちに「幅広く福祉について学習する
機会を設けたい」、その為には「何をどのように学習するのか」を更に検討を進
めていきたい。
また学習の評価に関して、ルーブリック評価活用した３観点別評価を試みた。
資格取得に関わらないコースなので、生活福祉コースなりの「考えること」や「気
づき・発見」を体験できる学習を展開したいと考えた。

主体的・対話的で深い学びの実現
今回の学習指導要領の改定で「主体的・対話的で深い学びの実現」がある。こ
れを実現するためにはどうしたら良いのか考えてみた。
主体的な学びの中には、学ぶことに興味や関心を持って学習に取り組むこと
があげられている。では、どのようにしたら生徒は興味や関心を持って学習に取
り組むのだろうか。今回の研究では、その部分をより引き出すために「ルーブリ
ック評価」を取り入れてみた。
ルーブリック評価は、授業の最初に到達目標を提示することで、授業の中で何
ができたら良いのかが明確に分かり、生徒たちは迷いなく取り組むことができ
る。これを活用することで、毎回の授業へ関心を持って取り組めるのではないだ
ろうか。また、生徒が自己評価することもできる。次回への自分の課題は何か、
どうしたらよりゴールへと近づくのかを考えて継続していくことで、深い学び
にも繋がるものだと考えた。
深い学びにとは、文部科学省の「主体的・対話的で深い学びの実現
（「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善）について(イメージ)」に
よると「知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形
成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりす
ることに向かう深い学び」とある。単元を通して、学習した知識を関連づけて思
考できたかなどを評価できるが、その日の授業について評価することが難しい。
できるならば、一回一回の授業でもしっかりと考えているかを評価したいと思
ったのである。そこで生まれたものが、「振り返りシート」である。
振り返りシートには「学んだこと・○字程度で答える記述式・○×」などがあ

1

り、その日の学習を記録させるものである。この振り返りシートを活用すること
で、授業で学んだことから関連づけて解答を導き出すことや、新しい考えを生み
出すことができるのではないかと考えた。
ここまでで、あらかたどのように授業を改善すれば良いのかが整った。これら
を活用して「考えること」や「気づき・発見」が体験できる学習内容を考えてみ
た。次のページにて授業実践例を紹介する。
今回提案する授業実践例にはいくつかのワークを組み込んだ。個人で考える
ものやグループ内で発表し合うものである。そのワークにおいて、教員がどのよ
うな問いかけするかにより、生徒の考え方の幅が広がり、思考していくうちに何
かに気づいたり発見したりなど、多くの学びを得ることができるものとなって
いる。また、他人の発表から「自分とは違う」を感じる大切な瞬間がある。今回
提案する授業実践例は、そういった瞬間を大切にしたものである。
今までの授業の中にこういった視点を持って取り組んできたか、また「どの内
容を、どのように展開し、どのレベルまで身につけるのか」などを改めて考える
きっかけとなれば幸いである。

2

「生活支援技術」学習指導案
授業者：三重県立伊賀白鳳高等学校 鈴木貴生、松尾幸代
指導年月日：平成 30 年 12 月 11 日 火曜日 3 限（10：50～11：40）
対象学級：2 年 7 組 ヒューマンサービス科 生活福祉コース 26 名（女子 25 名，男子 1 名）
１、科目 「生活支援技術」 （使用教科書：
「生活支援技術」 実教出版）
２、単元名 家事の介護
３、単元の目標
・家事の支援の意義と目的を理解させる
・利用者の状態や状況に応じた安全で効率の良い家事支援の方法を身につけさせる
・調理、洗濯、掃除、裁縫、買い物、家庭経営など日常生活における家事の支援の具体的な知識と基本的な技術を
身につけさせる
・機能低下や障害が家事行動に及ぼす影響を理解させる
４、単元の評価
知識・技術

思考力・判断力・表現力等

主体的に学習に取り組む態度

家事の支援がなぜ必要なのかを理 家事に関する知識と技術を活用し 家事の支援について、なぜ必要なの
解している。

ながら課題について考えている。

か、どのように支援するのかを考

利用者への支援の方法を理解し、具 グループワークなどを通じて話し え、自ら課題に取り組もうとする意
体的な知識と基本的な技術を身に 合いや発表する能力を身につけて 欲や態度を身につけている。
つけている。

いる。

５、単元の指導計画
１ 家事の支援の意義と目的

１時限目

家事支援の意義（本時）

２時限目

自立の家事支援

３・４時限目 アセスメントと ICF
２ 家事支援における介護技術
１ 調理
２ 洗濯
３ 掃除
４ 裁縫
５ 衣類・寝具の衛生管理
６ 買い物
７ 家庭経営

3

生活支援技術 授業実践例
〇本事例活用ページ：教科書 ４４ページ「家事の支援の意義」
１．本事例の題名
「家事の支援の意義」
２．本事例の目標
・家事の支援の意義を理解する
・一人ひとりに個別性があることを理解する
３．本事例の評価の観点

評価

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体的に取組む態度

reflection２

reflection３・４

家事支援の意義と個別性に関る 「個別性の理解」
「これまでの生 本時の内容１６項目全て取り組
A

するペーパーテストで、８０％以 活の維持・存続」の２点について めたことを確認し自己評価と次
上正答できた。

触れ、家事支援の大切だと思うこ 回の目標を立てることができた。
とをまとめる事ができた。

家事支援の意義と個別性に関る 「個別性の理解」
「これまでの生 本時の内容１０項目以上取り組
B

するペーパーテストで、４０～７ 活の維持・存続」のどちらかにつ めたことを確認し自己評価する
９％以上正答できた。

いて触れ、家事支援の大切だと思 ことができた。
うことをまとめる事ができた。

家事支援の意義と個別性に関る 「生活の維持・存続」のについて 本時の取り組み内容を確認し自
C

するペーパーテストで、３９％以 触れ、家事支援の大切だと思うこ 己評価することができた。
下正答であった。

とをまとめる事ができた。
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４．本事例の展開
3 時間目（10：50～11：40）

展開

時間

学習内容

導入

5

■授業を受ける態勢を整

分

える

評価の観点
知

思

●授業に必要なものが準備できているか，服装，身だ
しなみが整っているか確認する。

●授業プリントを配布し、内容・目標・評価を確

■本時の内容と目標

認する

評価を確認する
展開１

展開２

指導上の留意点

主

15

■プリントの①を記入す

●衣食住その他に分類しながらたくさん書くように

分

る

促す

■どのような家事がある

●どのような家事があるのか発表させる

のか記入する

※挙手にこだわらない

■プリントに記入する

●プリントの「☆家事とは」をスライドで説明する

20

■家事ができない生活を

●もし家事ができなかったらどう感じるか記入する

分

想像し、プリントに記入す

ように促す

る

※「しなかったら」ではなく「できなかったら」とい
うことを強調する

→発表をする

→発表させる
●家事支援の意義を理解させる

■プリントの家事支援を

※先ほどの発表の意見を拾いつつ、家事支援の必要

記入する

性について伝える

■服のたたみ方について

●個人で服をたたみ、たたみ方を前後左右で説明し

ワーク

合うように促す

個人で服をたたむ

※一人ひとりに個別性（違い）があることを理解させ

たたみ方を説明する

る

■プリントに記入する
まとめ

10

■振り返りシートの記入

●プリントの「☆利用者の」をスライドで説明する
Ａ

Ｂ

分

●振り返りシートを配布する
※書き方の説明をする
※タイマーを使い時間を計る

■振り返りシートの提出

●振り返りシートを回収する。
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家事の支援

５．授業プリント

２年７組

席 名前

今日の目標：①家事の支援の意義を理解する
②一人ひとりに個別性があることを理解する
①家事とは
衣（服に関して）

☆家事とは、
（Ａ

食（食べる事に関して）

住（住居に関して）

）を継続的に営むために（Ｂ

家事には賃金が発生しない → （Ｃ

）ものである。
）である。

②家事支援の意義
Ｑ、もし上記の家事ができなかったらどうですか？

家事支援
☆家事ができないことにより、それまでと同じ（Ｄ

）の継続が困難になることがある。

→ （Ｅ

）の必要性

個別性
～ワーク～ 服をたたんでみよう♪
一人ひとりに（Ｆ

）がある。
（教科書 P.44 の図１を見てみよう）

☆利用者の（Ｇ
（Ｈ

）や性格、好みなどを理解した上での支援が必要である。
）を感じることなくこれまでの生活をできるだけ（Ｉ

することが重要である。

※支援する側は、自分の（Ｊ

）で支援の内容を判断しない！
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）

本日の評価について
項目

評価Ｃ

評価Ｂ

評価Ａ

振り返りシートの 家事支援で大切だと 家事支援で大切だと 家事支援で大切だと
reflection２

思うことを記入でき 思うことを、キーワ 思うことを、授業内
た。

ードを使用して６０ 容に触れつつキーワ
字程度で記入でき ードを使用して６０
た。

字程度で記入でき
た。

項目

評価Ｃ

評価Ｂ

評価Ａ

振り返りシートの 今日の授業で自分が 今日の授業で自分が 今日の授業で自分が
reflection４

できたことを振り返 できたことを振り返 できたことを振り返

Reflection５

り、自分の点数とそ り、自分の点数と説 り、自分の点数と説
の理由や、次回への 得力があるその点数 得力があるその点数
取り組みについて記 の理由と、次回への の理由と、次回への
入できた。

取り組みについて記 取り組みを例を挙げ
入できた。

るなどして具体的に
記入できた。

7

６．振り返りシート

振り返りシート

本日の目標：①家事の支援の意義を理解する。
②一人ひとりに個別性があることを理解する。
リフレクション

☆reflection１ 次の文章を読んで正しければ○、間違っていれば×を記入しなさい。
（３０秒以内）
１、家事とは生活を継続的に営むために切り離せないものである。
２、老化や障害により生活の継続が困難になっても、家事支援の必要はない。
３、家事には一人ひとりに個別性がある。
☆reflection２
「家事支援で大切だと思うこと」を、次のキーワードを使用して６０字程度で答えなさい。
キーワード 「維持・存続」 （３分以内）

30

60

☆reflection３ reflection２で書いた内容を隣の人と発表し合いましょう♪（一人２0 秒以内）
☆reflection４ 今日できたことに☑を入れましょう♪
□ワークに積極的に参加できた
□服のたたみ方を説明できた
□授業に集中して取り組めた
□教科書に線を引けた
□衣食住について書けた
□目標①を理解できた
□reflection１に正解した
□reflection２が書けた

□傾聴できた（話を丁寧に聞く）
□協調性を持って取り組めた
□目標②を理解できた
□reflection３ができた

☆reflection５ 上記の☑などを参考に、今日の授業のあなたは１００点中、何点ですか？
点 また点数の理由と次はどうしたらより良い点数になるのかを具体的に書こう！

☆質問や疑問に思ったことなどがあれば書きましょう♪

8

家事の支援

７．模範解答

２年７組

席 名前

本日の目標：①家事の支援の意義を理解する。
②一人ひとりに個別性があることを理解する。
①家事とは
衣（服に関して）

食（食べる事に関して）

住（住居に関して）

洗濯（洗う・干す・たたむ・） 料理（机を拭く・配膳）

掃除（トイレ・お風呂 等）

裁縫 購入

洗い物（下膳・しまう）

整理整頓

アイロンをかける など

米とぎ ふきんの交換
買い物

☆家事とは、
（Ａ

生活

など

）を継続的に営むために（Ｂ

家事には賃金が発生しない → （Ｃ

など

切り離せない

アンペイドワーク

）ものである。

）である。

②家事支援の意義
Ｑ、もし上記の家事ができなかったらどうですか？
人間らしくない、嫌だ、汚い、尊厳に関わる など
家事支援
☆家事ができないことにより、それまでと同じ（Ｄ

生活

→ （Ｅ

）の継続が困難になることがある。
家事支援

）の必要性

個別性
～ワーク～ 服をたたんでみよう♪
一人ひとりに（Ｆ

☆利用者の（Ｇ
（Ｈ

苦痛

個別性

習慣

）がある。
（教科書 P.44 の図１を見てみよう）

）や性格、好みなどを理解した上での支援が必要である。

）を感じることなく従来のスタイルをできるだけ（Ｉ

維持・存続

することが重要である。

※支援する側は、自分の（Ｊ

価値観

）で支援の内容を判断しない！

9

）

振り返りシート
本日の目標：①家事の支援の意義を理解する。
②一人ひとりに個別性があることを理解する。
リフレクション

☆reflection１ 次の文章を読んで正しければ○、間違っていれば×を記入しなさい。
（３０秒以内）
１、家事とは生活を継続的に営むために切り離せないものである。
２、老化や障害により生活の継続が困難になっても、家事支援の必要はない。
３、家事には一人ひとりに個別性がある。

○
×
○

☆reflection２
「家事支援で大切だと思うこと」を、次のキーワードを使用して６０字程度で答えなさい。
キーワード 「維持・存続」 （３分以内）
家 事 支 援 を 行 う 際 、 利 用 者 一 人 ひ
と

り

に

個

別

性

が

あ

る

こ

と

を

理

解

し

、

こ

れ

ま

で

の

生

活

を

で

き

る

だ

け

維

持

・

存

続

で

き

る

よ

う

に

支

援

す

る

。

30

60

☆reflection３ reflection２で書いた内容を隣の人と発表し合いましょう♪（一人２0 秒以内）
☆reflection４ 今日できたことに☑を入れましょう♪
□ワークに積極的に参加できた
□服のたたみ方を説明できた
□授業に集中して取り組めた
□教科書に線を引けた
□衣食住について書けた
□目標①を理解できた
□reflection１に正解した
□reflection２が書けた

□傾聴できた（話を丁寧に聞く）
□協調性を持って取り組めた
□目標②を理解できた
□reflection３ができた

☆reflection５ 上記の☑などを参考に、今日の授業のあなたは１００点中、何点ですか？
点 また点数の理由と次はどうしたらより良い点数になるのかを具体的に書こう！

☆質問や疑問に思ったことなどがあれば書きましょう♪

10

８、評価について

11

本日の評価について

生活支援技術

項目

評価Ｃ

振り返りシー 家事支援で大
トの
切だと思うこ
reflection２ と を 記 入 で き
た。

～家事の支援～

本日の目標

評価Ｂ

評価Ａ

家事支援で大
切だと思うこ
と を 、 キ ー
ワードを使用
して６０字程
度で記入でき
た。

家事支援で大
切だと思うこ
とを、授業内
容に触れつつ
キーワードを
使用して６０
字程度で記入
できた。

本日の評価について
項目
振り返りシート
の
reflection４
reflection５

①家事の支援の意義を理解する
②一人ひとりに個別性があることを理解する
評価についてはプリントの裏！

13

評価Ｃ

評価Ｂ

今日の授業で自 今日の授業で自
分ができたこと 分ができたこと
を振り返り、自 を振り返り、自
分の点数とその 分の点数と説得
理由と、次回へ 力があるその点
の取り組みにつ 数の理由と、次
いて記入でき た。
回への取り組み
について記入で
きた。

評価Ａ
今日の授業で自
分ができたこと
を振り返り、自
分の点数と説得
力があるその点
数の理由と、次
回への取り組み
を例を挙げるな
どして具体的に
記入できた。

（プリント）

①家事とは

☆家事とは、生活を継続的に営むために
切り離せないものである。

衣食住に分類しながら
プリントに書けるだけ書いてみよう♪

家事には賃金が発生しない
→ アンペイドワークである。
（教科書 ４４ページ 線を引く準備）

①家事とは

②家事支援の意義

洗濯 洗濯機に入れる→洗う→干す→たたむ
Ｑ、もし家事ができなかったらどうですか？
料理 献立を考える→買い出し→調理→机を拭く
→配膳→下膳→食器洗い→机拭く

一言でプリントに書いてみよう♪

掃除 トイレ・お風呂・玄関・庭・部屋
掃き→水拭き→から拭き

14

②家事支援の意義

～ワーク～

～発表～

服をたたんでみよう♪
①服をたたむ
※誰にも相談せずにたたみましょう

一言で答え、
その理由を教えて下さい。

②たたみ終えた服を
前後左右の人と見せ合おう

家事支援（プリント）

～ワーク～

☆家事ができないことにより、
それまでと同じ生活の継続が困難になることがある。
→ 家事支援の必要性

全く同じたたみ方の人はいましたか？
サイズ
方向
折り方
一人ひとりに個別性がある
（プリント）

15

個別性（プリント）

教科書 44ページ 図１

支援する側は

見てみよう

自分の価値観で支援の内容を判断しない！

（線を引く用意）

振り返りシート

個別性（プリント）

今日の学びを振り返るシートです。
しっかり記入して記録に残しましょう♪

☆利用者の習慣や性格、
好みなどを理解した上での支援が必要である。

☆reflection１ → ３０秒以内
☆reflection２ → ３分以内
☆reflection３ → 一人２０秒以内

苦痛を感じることなくこれまでの生活を
できるだけ維持・存続することが重要である。

残り時間で☆reflection４以降に取り組んで下さい

16

資料３

⽣活⽀援技術
医療的ケア

平成 30 年度
三重県⽴伊賀⽩鳳⾼等学校
ヒューマンサービス科

平成３１年２⽉５⽇

医療的ケアの授業展開の工夫

医療的ケアの授業については、始まって数年経つものの未だに進め方のスタイルが確定
しない。今年度も３年次生で行う医療的ケアの知識と技術の工夫改善について検討をすす
めた。
本校の医療的ケアは、基本研修のみを行うことから、最低限の基礎基本を確実に身につけ、
実地研修で実践力を養って欲しいと考えている。
イメージ

基本研修

実地研修

•最低限を確実に

•実態に合わせて

そこで、基礎基本をしっかり学ぶということから、一つひとつの動作に意味があることを、
理解することが大切ではないかと考えた。そこで、本校では、「エビデンスシート」による
学習を進めることに取組んだ。
しかし、一つ一つの動作はできても、通しての動作ができない。という課題が見えてきた。
デモを行う中で、エビデンスを伝えながら進めていくため、医療的ケアの一連の動作が理解
できていないのではないか、また頭の中で覚えてはいても、思い出す作業がついてこないの
ではないか、という点である。そこで、次年度にむけてあらたに「声かけシート」での学習
と、動画で一連の流れを学習する事の２点を取り入れることを検討している。「声かけシー
ト」については、声かけを一つ一つ確認し覚えることにより、医療的ケアの流れが身につく
のではないかと考えている。また、動画で一連の流れの確認については、中央法規出版など
からも動画は出されているが、本校のチェックリストにあった物ではない。そこで、本校オ
リジナルの医療的ケア動画を作成し、授業で活用したいと考えている。

1

口腔内吸引（エビデンスシート）

評価項目

評価の視点

エビデンス

1

医師の指示等の確認を行う
医師の指示書の確認ができたか

利用者の名前、吸引圧、吸引時間、挿入出来る

吸引圧、吸引時間、深さは、利用者によって違う。

深さ、留意点を確認する。

安全・安楽の確認。

2

消毒薬で手洗いを行う
正しい方法で、手洗いが行えたか

正しい方法で、手洗いを行う。

感染予防

準
備

必要物品が揃っているか確認する。水をカップ
3

必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する
洗浄水を入れたか・スイッチを入れたか

に入れる。
電源を入れ、吸引圧が正常に動作するか確認す
る。

4

必要物品を利用者の元へ運ぶ
使用しやすい場所におけているか

物品が揃っていない→出来ない→利用者の負担・不安・
安全・安楽
圧が高い→出血

粘膜を傷つける

チューブ等、利用者さんに届く、水平な場所に吸引器を
使用しやすい場所に、物品を置く。

置く。
確実に、正確に痰を引くこと。⇒安全・安楽
信頼関係（←勝手にしない）

5

利用者に吸引の説明をする
吸引の説明ができたか

吸引チューブを口の中に入れ、吸引することを

説明なく実施すると、利用者が驚く。

説明する。

緊張につながり、口が開かないや顔に力が入り、安全安
楽が保てない。

6

7

吸引の環境・利用者の姿勢を整える
プライバシーカーテンを閉め、枕の下にタオルを入れたか

口腔内を観察する
口腔状態や顔色を確認できたか

8

手袋の着用
適切に着用できたか

9

吸引チューブを清潔に取り出す
チューブの連結部分を持ち、チューブはどこにも触れないよう
に
取り出すことができたか

10

吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する
吸引チューブを、周囲に触れないように清潔に連結できたか

プライバシー保護のため、カーテンを閉める。
吸引チューブを挿入しやすいように、枕の下に
タオルを入れる。

プライバシーの確保。
尊厳の保持。
枕・タオル等を頭の下に置き、口の中が見やすいように
する。

口腔状態（出血、傷の有無）顔色・表情、義歯

安全・安楽。

の状態、痰の絡む音、口腔内の貯留物場所や食

痰の状態を把握。

物残渣の確認する。

緊急性対応。

使い捨て手袋の使用。

吸引チューブを、周囲に触れないように清潔に
取り出す。

吸引チューブを、周囲に触れないように清潔に
連結する。

清潔に吸引チューブを扱う。⇒感染予防
実施者自身を痰や分泌物から守る。⇒感染予防

不潔にならないように。⇒感染予防

不潔にならないように。⇒感染予防

水を吸うことで、安全・安楽に吸うことが出来るか確
吸引器の電源を入れて水を吸い決められた吸引圧になることを
11 確認する
洗浄水を吸い、吸引圧が指示通りか確認する。
吸引圧の確認ができたか

認。
水を吸うことで、滑りを良くする。
吸引物の通りを良くし、痰の付着をしにくくする。

吸引チューブの先端の水をよく切る
水滴がついていないか確認できたか

水を良く切る。

13

利用者に吸引開始について声かけを行う
吸引開始の声かけができたか

吸引チューブを入れ、痰の吸引をすることに、

吸引して良いか、伺う。⇒自立支援

声掛け協力を得る。

言葉遣いに気をつける。⇒尊厳の保持

適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する
14
挿入時は圧をかけずに挿入できたか
実
施

水滴が入ると、誤嚥の原因となり、安全・安楽が保てな

12

い。

チューブは、鉛筆を持つように持ち、圧がかか
らないように、指示された深さまで挿入する。

医師の指示通りの深さ。⇒安全・安楽

（チューブを親指で折り挿入している。）
親指を、少しずつ解放し、圧をかけ、一箇所に

適切な吸引時間で分泌物等の貯留物を吸引する
メーターを目視できたか

吸引圧がかからないように、吸引チューブを回

16

吸引チューブを静かに抜く
吸引チューブを回転させながら静かに抜くことができたか

吸引時間を守り、刺激しないようにする。

粘膜等が出血しやすい状況になっていることが予想され

吸引チューブを回転させながら、静かに抜く。

る。⇒安全・安楽

17

吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く
一方向に一度だけ拭くことができたか

吸引チューブの外側を連結部から外側に向かっ

18

洗浄水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす
洗浄水を吸引し、洗浄できたか

吸引チューブ内側の汚れが落ちるまで、洗浄水

15

粘膜を傷つけないようにするため。⇒安全・安楽

しながら操作する。

て一方向に一度だけ拭く。

を吸引する。

2

痰・唾液等の分泌物は、多くの細菌を含む⇒感染予防

痰・唾液等の分泌物は、多くの細菌を含む⇒感染予防

口腔内吸引（エビデンスシート）

評価項目

評価の視点

エビデンス

19

吸引器の電源を切る
吸引チューブを持っていない手で電源を切ったか

吸引チューブを持っていない手で、電源を切

吸引チューブを持っている手、持っていない手と決める

る。

ことで清潔を保つ。⇒感染予防

20

吸引チューブを連結管からはずし保管容器に戻す
吸引チューブを保管容器に確実に納めたか

吸引チューブを保管容器に確実に納める。

21

手袋をはずす
手袋が周囲に触れないように外せたか

汚染した手袋が周囲に触れないよう外し、破棄

利用者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える
22
声かけをし、枕の下のタオルをはずしたか

吸引物および利用者の状態を観察する
23
利用者さんの状態を観察し、排液を指差し確認できたか

連結管に残っている吸引物を吸引びんに流す。

する。

感染予防。

汚染した側を中に入れる。⇒感染予防

吸引が終了したこと、痰が取れたかを確認す
る。

尊厳の保持・安全・自立支援。

姿勢を整え、これで良いか確認する。
吸引した痰の量や、性状の確認する。
観察項目（吸引した痰の量、性状、顔色、呼吸
状態

安全・安楽。

）

24

口腔状態（出血、傷の有無）顔色・表情、義歯
利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察する
の状態、痰の絡む音、口腔内の貯留物場所や食
利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察できたか
物残渣の確認する。

安全・安楽。

25

手洗いをする
正しい方法で、手洗いが行えたか

正しい方法で、手洗いする。

感染予防。

26

吸引物および利用者の状態を報告する
適切に報告できたか

吸引した痰の量や、性状・利用者の状態の報告

27

ヒヤリハット・アクシデントの報告
適切に報告できたか

ヒヤリハット・アクシデントの有無を報告す

する。

安全・安楽。

報
告

吸引びんの排液量が70～80％になる前に排液を捨てる
28
排液を捨てたか
片
づ
け
使用物品を速やかに後片づけまたは交換する
29
使用物品を片付けたか

記
録

30

実施記録を記載する
適切に記録できたか

る。

リスクの回避。事故予防・安全。

機器の故障を防ぐ。
排液量を確認する。

排液は、感染源となり得るので、適切に処理・洗浄。⇒
感染予防

吸引チューブの損傷。→破棄する。
清浄線は破棄する。

安全・感染予防。

必要物品の補充。
実施日時、吸引内容物の量・性状、利用者の訴
え、一般状態、特記事項を記入する。

3

観察による安全確認。

鼻腔内吸引（エビデンスシート）

評価項目

評価の視点

エビデンス

1

医師の指示等の確認を行う
医師の指示書の確認ができたか

利用者の名前、吸引圧、吸引時間、挿入出来る

吸引圧、吸引時間、深さは、利用者によって違う。

深さ、留意点を確認する。

安全・安楽の確認。

2

消毒薬で手洗いを行う
正しい方法で、手洗いが行えたか

正しい方法で、手洗いを行う。

感染予防

準
備

必要物品が揃っているか確認する。水をカップ
3

必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する
洗浄水を入れたか・スイッチを入れたか

に入れる。
電源を入れ、吸引圧が正常に動作するか確認す
る。

4

5

6

7

使用しやすい場所に、物品を置く。

利用者に吸引の説明をする
吸引の説明ができたか

吸引チューブを鼻腔の中に入れ、吸引すること

口腔内を観察する
口腔状態や顔色を確認できたか

8

手袋の着用
適切に着用できたか

9

吸引チューブを清潔に取り出す
チューブの連結部分を持ち、チューブはどこにも触れないよう
に
取り出すことができたか

10

吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する
吸引チューブを、周囲に触れないように清潔に連結できたか

安全・安楽
圧が高い→出血

粘膜を傷つける

チューブ等、利用者さんに届く、水平な場所に吸引器を

必要物品を利用者の元へ運ぶ
使用しやすい場所におけているか

吸引の環境・利用者の姿勢を整える
プライバシーカーテンを閉め、枕の下にタオルを入れたか

物品が揃っていない→出来ない→利用者の負担・不安・

置く。
確実に、正確に痰を引くこと。⇒安全・安楽

を説明する。

信頼関係（←勝手にしない）
説明なく実施すると、利用者が驚く。
緊張につながり、顔に力が入る。⇒安全安楽が保てない。

プライバシー保護のため、カーテンを閉める。
吸引チューブを挿入しやすいように、枕の下に
タオルを入れる。

プライバシーの確保。
尊厳の保持。
枕・タオル等を頭の下に置き、鼻腔内、口腔内の中が見
やすいようにする。

口腔内及び鼻腔内状態（出血、傷の有無）顔

安全・安楽。

色・表情、義歯の状態、痰の絡む音、口腔内の

痰の状態を把握。

貯留物場所や食物残渣の確認する。

緊急性対応。

使い捨て手袋の使用。

吸引チューブを、周囲に触れないように清潔に
取り出す。

吸引チューブを、周囲に触れないように清潔に
連結する。

清潔に吸引チューブを扱う。⇒感染予防
実施者自身を痰や分泌物から守る。⇒感染予防

不潔にならないように。⇒感染予防

不潔にならないように。⇒感染予防

水を吸うことで、安全・安楽に、吸うことが出来るか確
吸引器の電源を入れて水を吸い決められた吸引圧になることを
11 確認する
洗浄水を吸い、吸引圧が指示通りか確認する。
吸引圧の確認ができたか

認。
水を吸うことで、滑りを良くする。
吸引物の通りを良くし、痰の付着をしにくくする。

吸引チューブの先端の水をよく切る
水滴がついていないか確認できたか

水を良く切る。

13

利用者に吸引開始について声かけを行う
吸引開始の声かけができたか

吸引チューブを入れ、痰の吸引をすることに、

吸引して良いか、伺う。⇒自立支援

声掛け協力を得る。

言葉遣いに気をつける。⇒尊厳の保持

適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する
14
挿入時は圧をかけずに挿入できたか

実
施

水滴が入ると、誤嚥の原因となり、安全・安楽が保てな

12

15

適切な吸引時間で分泌物等の貯留物を吸引する
メーターを目視できたか

吸引チューブを静かに抜く
16
吸引チューブを回転させながら静かに抜くことができたか

い。

チューブは、鉛筆を持つように持ち、圧がかか
らないように、指示された深さまで挿入する。

医師の指示通りの深さ。⇒安全・安楽

（チューブを親指で折り挿入している。）
親指を、少しずつ解放し、圧をかけ、一箇所に
吸引圧がかからないように、吸引チューブをこ

粘膜を傷つけないようにするため。⇒安全・安楽

よりをよるように操作する。
吸引時間を守り、刺激しないようにする。
吸引チューブをこよりをよるように操作しなが
ら、静かに抜く。

17

吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く
一方向に一度だけ拭くことができたか

吸引チューブの外側を連結部から外側に向かっ

18

洗浄水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす
洗浄水を吸引し、洗浄できたか

吸引チューブ内側の汚れが落ちるまで、洗浄水

て一方向に一度だけ拭く。

を吸引する。

4

粘膜等が出血しやすい状況になっていることが予想され
る。⇒安全・安楽

痰・唾液等の分泌物は、多くの細菌を含む⇒感染予防

痰・唾液等の分泌物は、多くの細菌を含む⇒感染予防

鼻腔内吸引（エビデンスシート）

評価項目

評価の視点

エビデンス

19

吸引器の電源を切る
吸引チューブを持っていない手で電源を切ったか

吸引チューブを持っていない手で、電源を切

吸引チューブを持っている手、持っていない手と決める

る。

ことで清潔を保つ。⇒感染予防

20

吸引チューブを連結管からはずし保管容器に戻す
吸引チューブを保管容器に確実に納めたか

吸引チューブを保管容器に確実に納める。

21

手袋をはずす
手袋が周囲に触れないように外せたか

汚染した手袋が周囲に触れないよう外し、破棄

利用者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える
22
声かけをし、枕の下のタオルをはずしたか

吸引物および利用者の状態を観察する
23
利用者さんの状態を観察し、排液を指差し確認できたか

連結管に残っている吸引物を吸引びんに流す。

する。

感染予防。

汚染した側を中に入れる。⇒感染予防

吸引が終了したこと、痰が取れたかを確認す
る。

尊厳の保持・安全・自立支援。

姿勢を整え、これで良いか確認する。
吸引した痰の量や、性状の確認する。
観察項目（吸引した痰の量、性状、顔色、呼吸
状態

安全・安楽。

）

24

口腔内及び鼻腔内状態（出血、傷の有無）顔
利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察する
色・表情、義歯の状態、痰の絡む音、口腔内の
利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察できたか
貯留物場所や食物残渣の確認する。

安全・安楽。

25

手洗いをする
正しい方法で、手洗いが行えたか

正しい方法で、手洗いする。

感染予防。

26

吸引物および利用者の状態を報告する
適切に報告できたか

吸引した痰の量や、性状・利用者の状態の報告

27

ヒヤリハット・アクシデントの報告
適切に報告できたか

ヒヤリハット・アクシデントの有無を報告す

する。

安全・安楽。

報
告

吸引びんの排液量が70～80％になる前に排液を捨てる
28
排液を捨てたか
片
づ
け
使用物品を速やかに後片づけまたは交換する
29
使用物品を片付けたか

記
録

30

実施記録を記載する
適切に記録できたか

る。

リスクの回避。事故予防・安全。

機器の故障を防ぐ。
排液量を確認する。

排液は、感染源となり得るので、適切に処理・洗浄。⇒
感染予防

吸引チューブの損傷。→破棄する。
清浄線は破棄する。

安全・感染予防。

必要物品の補充。
実施日時、吸引内容物の量・性状、利用者の訴
え、一般状態、特記事項を記入する。

5

観察による安全確認。

気管カニューレ内吸引（エビデンスシート）

評価項目

評価の視点

エビデンス

1

医師の指示等の確認を行う
医師の指示書の確認ができたか

利用者の名前、吸引圧、吸引時間、挿入出来る

吸引圧、吸引時間、深さは、利用者によって違う。

深さ、留意点を確認する。

安全・安楽の確認。

2

消毒薬で手洗いを行う
正しい方法で、手洗いが行えたか

正しい方法で、手洗いを行う。

感染予防

必要物品が揃っているか確認する。（カニュー

物品が揃っていない→出来ない→利用者の負担・不安・

レ内吸引⇒滅菌精製水）

安全・安楽

この時に後の操作がしやすいようチューブの入

圧が高い→出血

れ物の蓋をゆるめる。

カニューレ内吸引であるので、滅菌精製水を使用⇒感染

滅菌精製水を滅菌カップに入れる。

予防

電源を入れ、吸引圧が正常に動作するか確認す

蓋をゆるめておくことで、後の操作がしやすく、不潔に

る。

ならない。

準
備
3

4

必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する
滅菌精製水を入れたか、スイッチを入れたか

必要物品を利用者の元へ運ぶ
使用しやすい場所におけているか

粘膜を傷つける

チューブ等、利用者さんに届く、水平な場所に吸引器を
使用しやすい場所に、物品を置く。

置く。
確実に、正確に痰を引くこと。（安全・安楽）
信頼関係（←勝手にしない）

5

利用者に吸引の説明をする
吸引の説明ができたか

吸引チューブを気管カニューレ内に入れ、吸引

説明なく実施すると、利用者が驚く。

することを説明する。

緊張につながり、吸引ができなくなる。⇒安全安楽が保
てない。

6

7

吸引の環境・利用者の姿勢を整える
プライバシーカーテンを閉め、枕の下にタオルを入れたか

気管カニューレ周囲や固定の状態を観察する
気管カニューレ周囲や固定を確認できたか

8

滅菌手袋の着用
適切に着用できたか

9

吸引チューブを清潔に取り出す
チューブの連結部分を持ち、チューブはどこにも触れないよう
に
取り出すことができたか

10

吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する
吸引チューブを、周囲に触れないように清潔に連結できたか

プライバシー保護のため、カーテンを閉める。
吸引チューブを挿入しやすいように、枕の位置
を整える。

プライバシーの確保。
尊厳の保持。
枕・タオル等を頭の下に置き、気管カニューレ内の中が
見やすいようにする。

カニューレ周囲の出血、傷の有無、カニューレ

安全・安楽。

の固定状態

痰の状態を把握。

顔色・表情、痰の絡む音等確認す

る。

緊急性対応。

使い捨て滅菌手袋の使用。

吸引チューブを、周囲に触れないように清潔に
取り出す。

吸引チューブを、周囲に触れないように清潔に
連結する。

滅菌手袋の使用⇒感染予防
実施者自身を痰のや分泌物から守る。

不潔にならないように。

不潔にならないように。

滅菌精製水を吸うことで、安全・安楽に、吸うことが出
吸引器の電源を入れて滅菌精製水を吸い決められた吸引圧に 滅菌精製水を吸い、吸引圧が指示通りか確認す
11 なることを確認する
る。
吸引圧の確認ができたか

来るか確認。
滅菌精製水を吸うことで、滑りを良くする。
吸引物の通りを良くし、痰の付着をしにくくする。

実
施

水滴が入ると、誤嚥の原因となり、安全・安楽が保てな

12

吸引チューブの先端の滅菌精製水をよく切る
水滴がついていないか確認できたか

滅菌精製水を良く切る。

13

利用者に吸引開始について声かけを行う
吸引開始の声かけができたか

吸引チューブを入れ、痰の吸引をすることに、

吸引して良いか、伺う。⇒自立支援

声掛け協力を得る。

言葉遣いに気をつける。⇒尊厳の保持

14

適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する
挿入時は圧をかけずに挿入できたか

チューブは、鉛筆を持つように持ち、圧をかけ

15

適切な吸引時間で分泌物等の貯留物を吸引する
メーターを目視できたか

て、指示された深さまで挿入する。

い。

医師の指示通りの深さ。⇒安全・安楽

圧をかけた状態でカニューレ内挿入、一箇所に

気管カニューレ内（気管カニューレ内から出ない）→迷

吸引圧がかからないように、吸引チューブを回

走神経を刺激する

しながら操作する。

と呼吸停止等起こることがある。⇒安全安楽

16

吸引チューブを静かに抜く
吸引チューブを回転させながら静かに抜くことができたか

吸引時間を守り、刺激しないようにする。

17

吸引チューブの外側を滅菌清浄綿等で拭く
一方向に一度だけ拭くことができたか

吸引チューブの外側を連結部から外側に向かっ

吸引チューブを回転させながら、静かに抜く。

て一方向に一度だけ拭く。

6

⇒安全・安楽

痰・唾液等の分泌物は、多くの細菌を含む⇒感染予防

気管カニューレ内吸引（エビデンスシート）

評価項目

評価の視点

エビデンス

18

滅菌精製水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす
滅菌精製水を吸引し、洗浄できたか

吸引チューブ内側の汚れが落ちるまで、滅菌精

19

吸引器の電源を切る
吸引チューブを持っていない手で電源を切ったか

吸引チューブを持っていない手で、電源を切

吸引チューブを持っている手、持っていない手と決める

る。

ことで清潔を保つ。⇒感染予防

20

吸引チューブを連結管からはずし保管容器に戻す
吸引チューブを保管容器に確実に納めたか

吸引チューブを保管容器に確実に納める。

21

滅菌手袋をはずす
手袋が周囲に触れないように外せたか

汚染した手袋が周囲に触れないよう外し、破棄

利用者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える
22
声かけをし、枕の下のタオルをはずしたか

23

吸引物および利用者の状態を観察する
利用者さんの状態を観察し、排液を指差し確認できたか

製水を吸引する。

連結管に残っている吸引物を吸引びんに流す。

する。

痰・唾液等の分泌物は、多くの細菌を含む⇒感染予防

感染予防。

汚染した側を中に入れる。⇒感染予防

吸引が終了したこと、痰が取れたかを確認す
る。

尊厳の保持・安全・自立支援。

姿勢を整え、これで良いか確認する。
吸引した痰の量や、性状の確認する。
観察項目（吸引した痰の量、性状、顔色、呼吸
状態

安全・安楽。

）

24

顔色・表情、義歯の状態、痰の絡む音の確認す
利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察する
利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察できたか る。

安全・安楽。

25

手洗いをする
正しい方法で、手洗いが行えたか

正しい方法で、手洗いする。

感染予防。

26

吸引物および利用者の状態を報告する
適切に報告できたか

吸引した痰の量や、性状・利用者の状態の報告

27

ヒヤリハット・アクシデントの報告
適切に報告できたか

ヒヤリハット・アクシデントの有無を報告す

する。

安全・安楽。

報
告

吸引びんの排液量が70～80％になる前に排液を捨てる
28
排液を捨てたか
片
づ
け
使用物品を速やかに後片づけまたは交換する
29
使用物品を片付けたか

記
録

30

実施記録を記載する
適切に記録できたか

る。

リスクの回避。事故予防・安全。

機器の故障を防ぐ。
排液量を確認する。

排液は、感染源となり得るので、適切に処理・洗浄。
（感染予防）

吸引チューブの損傷。→破棄する。
清浄線は破棄する。

安全・感染予防。

必要物品の補充。
実施日時、吸引内容物の量・性状、利用者の訴
え、一般状態、特記事項を記入する。

7

観察による安全確認。

胃ろう・腸ろうによる経管栄養（エビデンスシート）

評価項目

評価の視点

エビデンス

1

医師の指示等の確認を行う
医師の指示書の確認ができたか

利用者の名前、栄養剤の種類、注入量、注入時

利用者によって注入物の種類、注入量、注入時間等が異

間、留意点を声に出して確認する。

なる。⇒安全安楽

2

消毒薬で手洗いを行う
正しい方法で、手洗いが行えたか

正しい方法で、手洗いを行う。

感染予防

3

必要物品を準備する
必要物品を声に出して確認しているか

必要物品が揃っているか声に出して確認する。

4

指示された栄養剤（流動食）の種類・量・時間を確認する
種類・量・注入時間を声に出して確認しているか

栄養剤の種類、注入量、注入時間を声に出して

5

栄養剤を適切にイルリガートルに入れ、点滴筒
経管栄養の注入準備を行う
注入準備（イルリガートルに栄養剤を入れ、点滴筒に1/2までた を指で押し、栄養剤を１／２程度満たし、栄養
め栄養点滴チューブの先端まで栄養剤を流すことができたか）
点滴チューブの先端まで栄養剤を流す。

準
備

6

準備した栄養剤（流動食）を利用者のもとに運ぶ
栄養剤が利用者のものであるか、声に出し確認し利用者のも
とに運ぶことができたか

必要物品が揃っていない→出来ない→利用者の負担・不
安⇒安全安楽
必要物品の間違い⇒安全安楽

確認する。

栄養剤が本人のものであるか確認し、利用者の

栄養剤の取り扱い間違い⇒安全安楽

栄養剤を清潔に取り扱う⇒感染予防
空気をチューブ内より出す⇒利用者も負担をなくす
利用者の間違い→体調不良を引き起こす⇒安全・安楽

もとに運ぶ。
利用者本人でないと、全身状態が悪化する恐れがある⇒

7

利用者に本人確認を行い経管栄養の実施について説明する
利用者本人であることを確認し、実施について説明と同意を
得られたか

利用者本人であることを確認する。注入するこ

安全安楽

とを説明し同意を得る。

声かけをして、利用者さんに心地良く、主体的に食事を
とっていただく⇒自立支援

8

9

注入する栄養剤（流動食）が利用者本人のものであるかを確認
プライバシー保護のため、カーテンを閉める。
し
適切な体位をとり、環境を整備する
ベッドアップし体位を整える。栄養剤が本人の
プライバシーカーテンを閉め、ベッドアップをし、利用者の栄養剤
もであるかを確認する。
であるか再度確認しているか

プライバシーの確保。尊厳の保持。

経管栄養チューブに不具合がないか確認し確実に接続する
チューブの不具合の有無を確認し、確実に接続したかを確認 チューブの不具合を確認する。
する

チューブ等破損していると注入ができない⇒栄養が摂れ

注入を開始し注入直後の様子を観察する
10
注入直後の観察ができたか

実
施

クレンメを開け注入直後の利用者の観察(嘔気、
呼吸困難、腹部膨満、腹痛、しゃっくり等の有
無)をする。

ベッドアップしていないと嘔吐、誤嚥、全身状態が悪化
する恐れがある⇒安全安楽

ない⇒安全安楽

観察し、異常の早期発見等をみつけだし対応できる⇒安
全安楽

11

注入中の表情や状態を定期的に観察する
注入中の利用者の表情や、状態を観察できたか

注入中の表情や状態の観察(嘔気、呼吸困難、腹 観察し、異常の早期発見等をみつけだし対応できる⇒安
部膨満、腹痛、しゃっくり等の有無)をする。

全安楽

12

注入中の利用者の体位を観察する
注入中の利用者の体位を観察できたか

注入中の体位の観察をする。

体位のずれがあると注入がうまくできない。⇒安全安楽

13

注入物の滴下の状態を観察する
滴下の観察ができたか

滴下の観察をする。

適切に滴下していないと、栄養が摂れない。⇒安全安楽

14

挿入部からの栄養剤（流動食）の漏れがないか確認する
漏れの有無を確認できたか

漏れの有無を確認する。

栄養剤の漏れがあると栄養が摂れない。⇒安全安楽

注入中に利用者の状態を観察する
15
利用者の状態を観察ができたか

16

注入終了後は白湯を注入し状態を観察する
白湯を注入し、利用者の状態を観察ができたか

もう一度利用者の全身の状態を観察(嘔気、呼吸
困難、腹部膨満、腹痛、しゃっくり等の有無)を
する。

全身状態の観察⇒安全安楽
さまざまな全身状態の悪化の早期発見につながる。

指示された白湯をいれ、注入状態を観察（嘔
気、呼吸困難、腹部膨満、腹痛、しゃっくり等

注入後もトラブルがみられるので要注意。⇒安全安楽

の有無）をする。
クレンメを閉め、経管栄養チューブの接続をはずし
クレンメを閉めて、接続をはずし半座位の状態
半座位の状態を保つ
17
クレンメを閉めて、経管栄養チューブの接続をはずし半座位の を保つ。
状態を保つことができたか
18

注入後、利用者の状態を観察し報告する
異常がなかったことを報告できたか

体位変換が必要な利用者に対しては異常がなければ
体位変換を再開する
19
異常がなかったことを確認し体位変換を再開したことを報告
できたか

利用者の状態を報告する。

異常がないことを確認し、体位変換を再開す
る。

20

ヒヤリハット・アクシデントの報告をする
ヒヤリハット・アクシデントがなかったことを報告できたか

ヒヤリハット・アクシデントの有無を報告す

片
づ
け

21

環境を汚染させないよう使用物品を速やかに後片づけをする
使用物品を片づけたか

使用物品を片付ける。

記
録

実施記録を記載する
22
適切に記録できたか

る。

点滴栄養チューブのクレンメを閉めることと、利用者側
の栄養チューブの栓をしていないと栄養剤が流れ出てく
る→栄養が摂れない⇒安全安楽
観察や報告の漏れ⇒安全安楽

観察や報告の漏れ⇒安全安楽

リスクの回避。事故予防・安全。

感染予防

実施日時、注入物の種類、注入量、注入時間、
利用者の訴え、全身状態、特記事項を記録す
る。
8

全身状態の観察⇒安全安楽

経鼻経管栄養（エビデンスシート）

評価項目

評価の視点

エビデンス

1

医師の指示等の確認を行う
医師の指示書の確認ができたか

利用者の名前、栄養剤の種類、注入量、注入時

利用者によって注入物の種類、注入量、注入時間等が異

間、留意点を声に出して確認する。

なる。⇒安全安楽

2

消毒薬で手洗いを行う
正しい方法で、手洗いが行えたか

正しい方法で、手洗いを行う。

感染予防

3

必要物品を準備する
必要物品を声に出して確認しているか

必要物品が揃っているか声に出して確認する。

4

指示された栄養剤（流動食）の種類・量・時間を確認する
種類・量・注入時間を声に出して確認しているか

栄養剤の種類、注入量、注入時間を声に出して

5

栄養剤を適切にイルリガートルに入れ、点滴筒
経管栄養の注入準備を行う
注入準備（イルリガートルに栄養剤を入れ、点滴筒に1/2までた を指で押し、栄養剤を１／２程度満たし、栄養
め栄養点滴チューブの先端まで栄養剤を流すことができたか）
点滴チューブの先端まで栄養剤を流す。

準
備

6

準備した栄養剤（流動食）を利用者のもとに運ぶ
栄養剤が利用者のものであるか、声に出し確認し利用者のも
とに運ぶことができたか

必要物品が揃っていない→出来ない→利用者の負担・不
安⇒安全安楽
必要物品の間違い⇒安全安楽

確認する。

栄養剤が本人のものであるか確認し、利用者の

栄養剤の取り扱い間違い⇒安全安楽

栄養剤を清潔に取り扱う⇒感染予防
空気をチューブ内より出す⇒利用者も負担をなくす
利用者の間違い→体調不良を引き起こす⇒安全・安楽

もとに運ぶ。
利用者本人でないと、全身状態が悪化する恐れがある⇒

7

利用者に本人確認を行い経管栄養の実施について説明する
利用者本人であることを確認し、実施について説明と同意を
得られたか

利用者本人であることを確認する。注入するこ

安全安楽

とを説明し同意を得る。

声かけをして、利用者さんに心地良く、主体的に食事を
とっていただく⇒自立支援

8

9

注入する栄養剤（流動食）が利用者本人のものであるかを確認
プライバシー保護のため、カーテンを閉める。
し
適切な体位をとり、環境を整備する
ベッドアップし体位を整える。栄養剤が本人の
プライバシーカーテンを閉め、ベッドアップをし、利用者の栄養剤
もであるかを確認する。
であるか再度確認しているか

プライバシーの確保。尊厳の保持。

経管栄養チューブに不具合がないか確認し確実に接続する
チューブの不具合の有無を確認し、確実に接続したかを確認 チューブの不具合を確認する。
する

チューブ等破損していると注入ができない⇒栄養が摂れ

注入を開始し注入直後の様子を観察する
10
注入直後の観察ができたか

実
施

クレンメを開け注入直後の利用者の観察(嘔気、
呼吸困難、腹部膨満、腹痛、しゃっくり等の有
無)をする。

ベッドアップしていないと嘔吐、誤嚥、全身状態が悪化
する恐れがある⇒安全安楽

ない⇒安全安楽

観察し、異常の早期発見等をみつけだし対応できる⇒安
全安楽

11

注入中の表情や状態を定期的に観察する
注入中の利用者の表情や、状態を観察できたか

注入中の表情や状態の観察(嘔気、呼吸困難、腹 観察し、異常の早期発見等をみつけだし対応できる⇒安
部膨満、腹痛、しゃっくり等の有無)をする。

全安楽

12

注入中の利用者の体位を観察する
注入中の利用者の体位を観察できたか

注入中の体位の観察をする。

体位のずれがあると注入がうまくできない。⇒安全安楽

13

注入物の滴下の状態を観察する
滴下の観察ができたか

滴下の観察をする。

適切に滴下していないと、栄養が摂れない。⇒安全安楽

注入中に利用者の状態を観察する
14
利用者の状態を観察ができたか

15

注入終了後は白湯を注入し状態を観察する
白湯を注入し、利用者の状態を観察ができたか

もう一度利用者の全身の状態を観察(嘔気、呼吸
困難、腹部膨満、腹痛、しゃっくり等の有無)を
する。

全身状態の観察⇒安全安楽
さまざまな全身状態の悪化の早期発見につながる。

指示された白湯をいれ注入状態を観察（嘔気、
嘔吐、呼吸困難、腹部膨満、腹痛、しゃっくり

注入後もトラブルがみられるので要注意。⇒安全安楽

等の有無）をする。
クレンメを閉め、経管栄養チューブの接続をはずし
クレンメを閉めて、接続をはずし半座位の状態
半座位の状態を保つ
16
クレンメを閉めて、経管栄養チューブの接続をはずし半座位の を保つ。
状態を保つことができたか

17

注入後、利用者の状態を観察し報告する
異常がなかったことを報告できたか

体位変換が必要な利用者に対しては異常がなければ
体位変換を再開する
18
異常がなかったことを確認し体位変換を再開したことを報告
できたか

利用者の状態を報告する。

異常がないことを確認し、体位変換を再開す
る。

19

ヒヤリハット・アクシデントの報告をする
ヒヤリハット・アクシデントがなかったことを報告できたか

ヒヤリハット・アクシデントの有無を報告す

片
づ
け

20

環境を汚染させないよう使用物品を速やかに後片づけをする
使用物品を片づけたか

使用物品を片付ける。

記
録

実施記録を記載する
21
適切に記録できたか

る。

点滴栄養チューブのクレンメを閉めることと、利用者側
の栄養チューブの栓をしていないと栄養剤が流れ出てく
る→栄養が摂れない⇒安全安楽
観察や報告の漏れ⇒安全安楽

観察や報告の漏れ⇒安全安楽

リスクの回避。事故予防・安全。

感染予防

実施日時、注入物の種類、注入量、注入時間、
利用者の訴え、全身状態、特記事項を記録す
る。

9

全身状態の観察⇒安全安楽

口腔内吸引（声かけシート）
項目

準
備

1

医師の指示等の確認を行う

2

消毒薬で手洗いを行う

3

必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する

4

必要物品を利用者の元へ運ぶ

5

利用者に吸引の説明をする

6

吸引の環境・利用者の姿勢を整える

7

口腔内を観察する

8

手袋の着用

9
10
11

医師の指示書の確認ができたか

正しい方法で、手洗いが行えたか

洗浄水を入れたか・スイッチを入れたか

使用しやすい場所におけているか
吸引の説明ができたか

プライバシーカーテンを閉め、枕の下にタオルを入れたか

口腔状態や顔色を確認できたか

声かけ
｢医師の指示書の確認。｣
｢A様、口腔内吸引、吸引圧20以下、深さ10ｃｍ、15秒以内。｣
｢手を洗う。｣
｢必要物品の確認。洗浄水をカップに入れる。吸引器の動作確認。｣
｢物品を運ぶ。｣
｢A様、今から吸引をさせていただきます。よろしいでしょうか。｣
｢プライバシーカーテンを閉める。｣
｢姿勢を整える為に、頭の下にタオル入れさせていただきますね。｣
｢口腔内の観察。異常なし。｣

適切に着用できたか

吸引チューブを清潔に取り出す
チューブの連結部分を持ち、チューブはどこにも触れないように
取り出すことができたか

吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する
吸引チューブを、周囲に触れないように清潔に連結できたか

吸引器の電源を入れて水を吸い決められた吸引圧になること
を確認する

｢吸引圧20以下。｣

吸引圧の確認ができたか

実
施

報
告

片
づ
け
記
録

12

吸引チューブの先端の水をよく切る

13

利用者に吸引開始について声かけを行う

14

適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する

15

適切な吸引時間で分泌物等の貯留物を吸引する

16

吸引チューブを静かに抜く

17

吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く

18

洗浄水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす

19

吸引器の電源を切る

20

吸引チューブを連結管からはずし保管容器に戻す

21

手袋をはずす

22

利用者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える

23

吸引物および利用者の状態を観察する

24

利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察する

25

手洗いをする

26

吸引物および利用者の状態を報告する

27

ヒヤリハット・アクシデントの報告

28

吸引びんの排液量が70～80％になる前に排液を捨てる

29

使用物品を速やかに後片づけまたは交換する

30

実施記録を記載する

水滴がついていないか確認できたか

吸引開始の声かけができたか

挿入時は圧をかけずに挿入できたか

メーターを目視できたか

｢A様、準備ができましたので今から吸引を始めます。」
｢口腔内吸引、深さ10ｃｍ、15秒以内。｣
｢吸引圧20以下。｣

吸引チューブを回転させながら静かに抜くことができたか

一方向に一度だけ拭くことができたか

洗浄水を吸引し、洗浄できたか

吸引チューブを持っていない手で電源を切ったか

吸引チューブを保管容器に確実に納めたか

手袋が周囲に触れないように外せたか

声かけをし、枕の下のタオルをはずしたか

利用者さんの状態を観察し、排液を指差し確認できたか
利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察できたか
正しい方法で、手洗いが行えたか
適切に報告できたか
適切に報告できたか

排液を捨てたか

使用物品を片付けたか

適切に記録できたか

｢A様、吸引終了しました。痰は取れましたか。大丈夫ですか。」
｢姿勢を整える為に枕の下のタオルをはずさせていただきますね。」
｢吸引物の確認。異常なし。｣｢A様の状態観察。異常なし。｣
｢吸引前と吸引後の状態観察。変化なし。｣
｢手を洗う。｣
｢A様の口腔内吸引、終了しました。吸引物、A様、異常ありませんでした。」
｢ヒヤリハット・アクシデントはありませんでした。」
｢排液を捨てる。｣
｢片づけをする。｣
｢記録する。｣

12

鼻腔内吸引（声かけシート）
項目

準
備

1

医師の指示等の確認を行う

2

消毒薬で手洗いを行う

3

必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する

4

必要物品を利用者の元へ運ぶ

5

利用者に吸引の説明をする

6

吸引の環境・利用者の姿勢を整える

7

口腔内、鼻腔内を観察する

8

手袋の着用

9
10
11

医師の指示書の確認ができたか

正しい方法で、手洗いが行えたか

洗浄水を入れたか・スイッチを入れたか

使用しやすい場所におけているか
吸引の説明ができたか

プライバシーカーテンを閉め、枕の下にタオルを入れたか

口腔、鼻腔内状態や顔色を確認できたか

声かけ
｢医師の指示書の確認。｣
｢A様、鼻腔内吸引、吸引圧20以下、深さ10ｃｍ、15秒以内。｣
｢手を洗う。｣
｢必要物品の確認。洗浄水をカップに入れる。吸引器の動作確認。｣
｢物品を運ぶ。｣
｢A様、今から吸引をさせていただきます。よろしいでしょうか。｣
｢プライバシーカーテンを閉める。｣
｢姿勢を整える為に、頭の下にタオル入れさせていただきますね。｣
｢口腔内、鼻腔内の観察。異常なし。｣

適切に着用できたか

吸引チューブを清潔に取り出す
チューブの連結部分を持ち、チューブはどこにも触れないように
取り出すことができたか

吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する
吸引チューブを、周囲に触れないように清潔に連結できたか

吸引器の電源を入れて水を吸い決められた吸引圧になること
を確認する

｢吸引圧20以下。｣

吸引圧の確認ができたか

実
施

報
告

片
づ
け
記
録

12

吸引チューブの先端の水をよく切る

13

利用者に吸引開始について声かけを行う

14

適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する

15

適切な吸引時間で分泌物等の貯留物を吸引する

16

吸引チューブを静かに抜く

17

吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く

18

洗浄水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす

19

吸引器の電源を切る

20

吸引チューブを連結管からはずし保管容器に戻す

21

手袋をはずす

22

利用者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える

23

吸引物および利用者の状態を観察する

24

利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察する

25

手洗いをする

26

吸引物および利用者の状態を報告する

27

ヒヤリハット・アクシデントの報告

28

吸引びんの排液量が70～80％になる前に排液を捨てる

29

使用物品を速やかに後片づけまたは交換する

30

実施記録を記載する

水滴がついていないか確認できたか

吸引開始の声かけができたか

挿入時は圧をかけずに挿入できたか

メーターを目視できたか

｢A様、準備ができましたので今から吸引を始めます。」
｢鼻腔内吸引、深さ10ｃｍ、15秒以内。｣
｢吸引圧20以下｣

吸引チューブを回転させながら静かに抜くことができたか

一方向に一度だけ拭くことができたか

洗浄水を吸引し、洗浄できたか

吸引チューブを持っていない手で電源を切ったか

吸引チューブを保管容器に確実に納めたか

手袋が周囲に触れないように外せたか

声かけをし、枕の下のタオルをはずしたか

利用者さんの状態を観察し、排液を指差し確認できたか
利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察できたか
正しい方法で、手洗いが行えたか
適切に報告できたか
適切に報告できたか

排液を捨てたか

使用物品を片付けたか

適切に記録できたか

｢A様、吸引終了しました。痰は取れましたか。大丈夫ですか。」
｢姿勢を整える為に枕の下のタオルをはずさせていただきますね。」
｢吸引物よし。｣｢A様の状態の観察。異常なし。｣
｢吸引前と吸引後の状態観察。変化なし。｣
｢手を洗う。｣
｢A様の鼻腔内吸引、終了しました。吸引物、A様、異常ありませんでした。」
｢ヒヤリハット・アクシデントはありませんでした。」
｢排液を捨てる。｣
｢片づけをする。｣
｢記録する。｣

13

気管カニューレ内吸引（声かけシート）
項目

準
備

1

医師の指示等の確認を行う

2

消毒薬で手洗いを行う

3

必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する

4

必要物品を利用者の元へ運ぶ

5

利用者に吸引の説明をする

6

吸引の環境・利用者の姿勢を整える

7

気管カニューレ周囲や固定の状態を観察する

8

手袋の着用

9
10
11

医師の指示書の確認ができたか

正しい方法で、手洗いが行えたか

滅菌精製水を入れたか・スイッチを入れたか

使用しやすい場所におけているか
吸引の説明ができたか

プライバシーカーテンを閉め、枕の下にタオルを入れたか

気管カニューレ周囲や固定を確認できたか

声かけ
｢医師の指示書の確認。｣
｢A様、気管カニューレ内吸引、吸引圧20以下、深さ10ｃｍ、10秒以内。｣
｢手を洗う。｣
｢必要物品の確認。滅菌精製水をカップに入れる。吸引器の動作確認。｣
｢物品を運ぶ。｣
｢A様、今から吸引をさせていただきます。よろしいでしょうか。｣
｢プライバシーカーテンを閉める。｣
｢姿勢を整える為に、頭の下にタオル入れさせていただきますね。｣
｢気管カニューレ周囲や固定の確認。異常なし。｣

適切に着用できたか

吸引チューブを清潔に取り出す
チューブの連結部分を持ち、チューブはどこにも触れないように
取り出すことができたか

吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する
吸引チューブを、周囲に触れないように清潔に連結できたか

吸引器の電源を入れて水を吸い決められた吸引圧になること
を確認する

｢吸引圧20以下。｣

吸引圧の確認ができたか

実
施

報
告

片
づ
け
記
録

12

吸引チューブの先端の水をよく切る

13

利用者に吸引開始について声かけを行う

14

適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する

15

適切な吸引時間で分泌物等の貯留物を吸引する

16

吸引チューブを静かに抜く

17

吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く

18

滅菌精製水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす

19

吸引器の電源を切る

20

吸引チューブを連結管からはずし保管容器に戻す

21

手袋をはずす

22

利用者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える

23

吸引物および利用者の状態を観察する

24

利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察する

25

手洗いをする

26

吸引物および利用者の状態を報告する

27

ヒヤリハット・アクシデントの報告

28

吸引びんの排液量が70～80％になる前に排液を捨てる

29

使用物品を速やかに後片づけまたは交換する

30

実施記録を記載する

水滴がついていないか確認できたか

吸引開始の声かけができたか

挿入時は圧をかけたまま挿入できたか

メーターを目視できたか

｢A様、準備ができましたので今から吸引を始めます。」
｢気管カニューレ内吸引、深さ10ｃｍ、10秒以内。｣
｢吸引圧20以下｣

吸引チューブを回転させながら静かに抜くことができたか

一方向に一度だけ拭くことができたか

滅菌精製水を吸引し、洗浄できたか

吸引チューブを持っていない手で電源を切ったか

吸引チューブを保管容器に確実に納めたか

手袋が周囲に触れないように外せたか

声かけをし、枕の下のタオルをはずしたか

利用者さんの状態を観察し、排液を指差し確認できたか
利用者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察できたか
正しい方法で、手洗いが行えたか

適切に報告できたか

適切に報告できたか

排液を捨てたか

使用物品を片付けたか

適切に記録できたか

｢A様、吸引終了しました。痰は取れましたか。大丈夫ですか。」
｢姿勢を整える為に枕の下のタオルをはずさせていただきますね。」
｢吸引物よし。｣｢A様の状態の観察。異常なし。｣
｢吸引前と吸引後の状態観察。変化なし。｣
｢手を洗う。｣
｢A様の気管カニューレ内吸引、終了しました。吸引物、A様、異常ありませんでし
た。」
｢ヒヤリハット・アクシデントはありませんでした。」
｢排液を捨てる。｣
｢片づけをする。｣
｢記録する。｣

14

胃ろう・腸ろうによる経管栄養（声かけシート）
項目

準
備

声かけ

1

医師の指示等の確認を行う
医師の指示書の確認ができたか

「医師の指示書の確認。」

2

消毒薬で手洗いを行う
正しい方法で、手洗いが行えたか

「手を洗う。」

3

必要物品を準備する
必要物品を声に出して確認しているか

「必要物品の確認。」

4

指示された栄養剤（流動食）の種類・量・時間を確認する
種類・量・注入時間を声に出して確認しているか

「E液、３００㎖、２時間で注入。」

5

経管栄養の注入準備を行う
注入準備（イルリガートルに栄養剤を入れ、点滴筒に1/2まで
ため栄養点滴チューブの先端まで栄養剤を流すことができた
か）

6

「B様、E液、３００㎖、２時間で注入。」

準備した栄養剤（流動食）を利用者のもとに運ぶ
栄養剤が利用者のものであるか、声に出し確認し利用者のも
「栄養剤を利用者のもとに運ぶ。」
とに運ぶことができたか

7

利用者に本人確認を行い経管栄養の実施について説明する
利用者本人であることを確認し、実施について説明と同意を 「 B様ですね、今からお食事をとっていただきます。準備よろしいでしょうか。」
得られたか

8

注入する栄養剤（流動食）が利用者本人のものであるかを確認
「プライバシーカーテンを閉める。」
し適切な体位をとり、環境を整備する
プライバシーカーテンを閉め、ベッドアップをし、利用者の栄養 「適切な体位の為にベットアップさせていただきます。」
剤であるか再度確認しているか

9

経管栄養チューブに不具合がないか確認し確実に接続する
チューブの不具合の有無を確認し、確実に接続したかを確認 「チューブの不具合なし。」
する

10

注入を開始し注入直後の様子を観察する
注入直後の観察ができたか

「注入直後の観察。異常なし。」

11

注入中の表情や状態を定期的に観察する
注入中の利用者の表情や、状態を観察できたか

「注入中の利用者の表情、状態観察。異常なし。」

12

注入中の利用者の体位を観察する
注入中の利用者の体位を観察できたか

「注入中の利用者の体位の観察。異常なし。」

13

注入物の滴下の状態を観察する
滴下の観察ができたか

「注入物の滴下の観察。異常なし。」

14

挿入部からの栄養剤（流動食）の漏れがないか確認する
漏れの有無を確認できたか

「挿入部からの漏れなし。」

15

注入中に利用者の状態を観察する
利用者の状態を観察ができたか

「利用者の状態の観察。異常なし。」

16

注入終了後は白湯を注入し状態を観察する
白湯を注入し、利用者の状態を観察ができたか

17

クレンメを閉め、経管栄養チューブの接続をはずし
半座位の状態を保つ
クレンメを閉めて、経管栄養チューブの接続をはずし半座位
の状態を保つことができたか

18

注入後、利用者の状態を観察し報告する
異常がなかったことを報告できたか

19

体位変換が必要な利用者に対しては異常がなければ
体位変換を再開する
「異常がなかったので、体位変換を再開しました。」
異常がなかったことを確認し体位変換を再開したことを報告
できたか

20

ヒヤリハット・アクシデントの報告をする
ヒヤリハット・アクシデントがなかったことを報告できたか

「ヒヤリハット・アクシデントはありませんでした。」

片
づ
け

21

環境を汚染させないよう使用物品を速やかに後片づけをする
使用物品を片づけたか

「片づけをする。」

記
録

22

実施記録を記載する
適切に記録できたか

「記録する。」

実
施

｢白湯を入れる。｣

「クレンメを閉める。｣

「接続する。」

｢利用者の状態の観察。異常なし。｣

｢接続をはずす。｣

｢B様を半座位に保つ。｣

｢B様、注入終了しました。特におかわりはなかったです。｣

15

「栄養剤B様。」

経鼻経管栄養（声かけシート）
項目

準
備

声かけ

1

医師の指示等の確認を行う
医師の指示書の確認ができたか

「医師の指示書の確認。」

2

消毒薬で手洗いを行う
正しい方法で、手洗いが行えたか

「手を洗う。」

3

必要物品を準備する
必要物品を声に出して確認しているか

「必要物品の確認。」

4

指示された栄養剤（流動食）の種類・量・時間を確認する
種類・量・注入時間を声に出して確認しているか

「E液、３００㎖、２時間で注入。」

5

経管栄養の注入準備を行う
注入準備（イルリガートルに栄養剤を入れ、点滴筒に1/2まで
ため栄養点滴チューブの先端まで栄養剤を流すことができた
か）

6

「C様、E液、３００㎖、２時間で注入。」

準備した栄養剤（流動食）を利用者のもとに運ぶ
栄養剤が利用者のものであるか、声に出し確認し利用者のも
「栄養剤を利用者のもとに運ぶ。」
とに運ぶことができたか

7

利用者に本人確認を行い経管栄養の実施について説明する
利用者本人であることを確認し、実施について説明と同意を 「 C様ですね、今からお食事をとっていただきます。準備よろしいでしょうか。」
得られたか

8

注入する栄養剤（流動食）が利用者本人のものであるかを確認
「プライバシーカーテンを閉める。」
し適切な体位をとり、環境を整備する
プライバシーカーテンを閉め、ベッドアップをし、利用者の栄養 「適切な体位の為にベットアップさせていただきます。」
剤であるか再度確認しているか

9

経管栄養チューブに不具合がないか確認し確実に接続する
チューブの不具合の有無を確認し、確実に接続したかを確認 「チューブの不具合なし。」
する

10

注入を開始し注入直後の様子を観察する
注入直後の観察ができたか

「注入直後の観察。異常なし。」

11

注入中の表情や状態を定期的に観察する
注入中の利用者の表情や、状態を観察できたか

「注入中の利用者の表情、状態観察。異常なし。」

12

注入中の利用者の体位を観察する
注入中の利用者の体位を観察できたか

「注入中の利用者の体位の観察。異常なし。」

13

注入物の滴下の状態を観察する
滴下の観察ができたか

「注入物の滴下の観察。異常なし。」

14

注入中に利用者の状態を観察する
利用者の状態を観察ができたか

「利用者の状態の観察。異常なし。」

15

注入終了後は白湯を注入し状態を観察する
白湯を注入し、利用者の状態を観察ができたか

16

クレンメを閉め、経管栄養チューブの接続をはずし
半座位の状態を保つ
クレンメを閉めて、経管栄養チューブの接続をはずし半座位
の状態を保つことができたか

17

注入後、利用者の状態を観察し報告する
異常がなかったことを報告できたか

18

体位変換が必要な利用者に対しては異常がなければ
体位変換を再開する
「異常がなかったので、体位変換を再開しました。」
異常がなかったことを確認し体位変換を再開したことを報告
できたか

19

ヒヤリハット・アクシデントの報告をする
ヒヤリハット・アクシデントがなかったことを報告できたか

「ヒヤリハット・アクシデントはありませんでした。」

片
づ
け

20

環境を汚染させないよう使用物品を速やかに後片づけをする
使用物品を片づけたか

「片づけをする。」

記
録

21

実施記録を記載する
適切に記録できたか

「記録する。」

実
施

｢白湯を入れる。｣

「クレンメを閉める。｣

「接続する。」

｢利用者の状態の観察。異常なし。｣

｢接続をはずす。｣

｢C様を半座位に保つ。｣

｢C様、注入終了しました。特におかわりはなかったです。｣

16

「栄養剤B様。」

生活支援技術（医療的ケア）
喀痰吸引 ①口腔内吸引
(１)回目 (

実施項目

評価の基準

声かけ

)回目 (

)回目 (

10月5日
14:00

1 医師の指示等の確認を行う

医師の指示書の確認。
利用者の名前、吸引圧、挿入出来る深さ、
A様、口腔内吸引、吸引圧20以下、
吸引時間、留意点を確認したか。
深さ10ｃｍ、15秒以内。

2 手洗い（消毒）を行う

正しい方法で、手洗いを行えたか。

準
備
3

必要物品をそろえ
作動状況等の点検確認する

手洗いをする。

必要物品が揃っているか確認したか。※１ 必要物品の確認。洗浄水をカップに入れ
電源を入れ、吸引圧が正常に作動するか る。
確認したか。
吸引器の動作確認。

4 必要物品を利用者の元へ運ぶ

使用しやすい場所に、物品を置いたか。

物品を運ぶ。

5 利用者に吸引の説明をする

利用者に吸引することを説明したか。

A様、今から吸引をさせていただきます。
よろしいですか。

6

吸引の環境整備
利用者の姿勢を整える

7 口腔内を観察する

プライバシー保護のため、カーテンを閉め
たか。
姿勢を整えたか。
口腔状態（出血、傷有無）、義歯の状態、
口腔内の貯留物場所や食物残渣を確認し
たか。

8 手袋の着用

使い捨て手袋を着用したか。

9 吸引チューブを清潔に取り出す

周囲に触れないように清潔に取り出せた
か。

10

吸引チューブを清潔に吸引器と連結管
周囲に触れないように清潔に連結したか。
で連結する

11

吸引器の電源を入れる
水を吸い決められた吸引圧の確認

12 吸引チューブ先端の水を切る
13

洗浄水を吸い、吸引圧が指示通りか確認
したか。

実
15 分泌物等の貯留物を吸引する
施

吸引チューブを回転させながら、静かに抜
いたか。

17 吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く

連結部から先端に向かって１方向に１度だ
け拭いたか。

A様、準備ができましたので今から吸引
を始めます。

洗浄水を吸引し吸引チューブ内側の汚
汚れが落ちるまで、洗浄水を吸引したか。
れを落とす

19 吸引器の電源を切る
20

吸引圧20以下。

チューブを鉛筆持ち、圧がかからないよう
に親指でチューブを折り曲げた状態で挿入
口腔内吸引、深さ10ｃｍ、15秒以内。
したか。 ※２ 指示された深さで挿入し
たか。
親指を少しずつ解放し圧をかけ20以下を
確認したか。１箇所に圧がかからないよう
吸引圧20以下。
吸引チュブを回しながら操作し15秒以内で
あったか。

16 吸引チューブを静かに抜く

18

口腔内の観察。 異常なし。

水をしっかり切ったか。

利用者に吸引開始について声かけを行 痰の吸引をする声掛けをし、協力を得た
う
か。

14 吸引チューブを挿入する

プライバシーカーテンを閉める。
姿勢を整えるために、頭の下にタオル入
れさせていただきます。

吸引チューブを持っていない手で、電源を
切ったか。

吸引チューブを保管容器に戻したか。
吸引チューブを連結管からはずし保管
連結管に残っている吸引物を吸引びんに
容器に戻す
流したか。

21 手袋をはずす

汚染した手袋が周囲に触れないよう外し、
破棄したか。

A様吸引終了しました。痰は取れました
吸引が終了したこと、痰が取れたかを確認
か。大丈夫ですか。姿勢を整えるため頭
22 利用者に吸引終了を伝え姿勢を整える したか。
の下のタオルをはずさせていただきま
姿勢を整えたか。
す。
23 吸引物および利用者の状態を観察する
24

利用者の吸引前後の状態変化を観察
する

口腔状態（出血、傷有無）、義歯の状態、
口腔内の貯留物場所や食物残渣を確認し 吸引前と吸引後の状態観察、変化なし。
たか。

25 手洗いをする

正しい方法で、手洗いを行えたか。

26 吸引物および利用者の状態を報告する

吸引した痰の量や、性状・利用者の状態を A様の口腔内吸引、終了しました。
報告したか。
吸引物、A様、異常ありませんでした。

27 ヒヤリハット・アクシデントの報告

ヒヤリハット・アクシデントの有無を報告し
たか。

ヒヤリハット・アクシデント、ありませんで
した。

28 吸引びんの排液を捨てる

排液量を確認し、排液を処分したか。

排液を捨てる。

報
告

片
づ
け

吸引した痰の量や、性状の確認をしたか。 吸引物の確認、異常なし。 （変化なし）
利用者の全身状態を観察したか。※３
A様の状態観察、異常なし。（変化なし）

29 使用物品の後片づけまたは交換する

記
30 実施記録を記載する
録

手洗いをする。

吸引チューブの損傷時、破棄したか。
清浄線は破棄したか。
片づけをする。
必要物品の補充したか。
実施日時、吸引内容物の量・性状、利用者
の訴え、一般状態、特記事項を記入した 記録をする。
か。

備考
＊１ 必要物品 トレーの中に保管容器(ふた付き)、吸引チューブ、洗浄綿、洗浄水、手袋
＊２ チューブを折リ曲げた状態にすることで吸引できない状態で口腔内に挿入する
＊３ 観察項目（表情、顔色・呼吸状態・嘔気嘔吐の有無・出血、傷の有無・貯留物の残留の有無、痰のからむ音の消失の有無
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)回目 (

)回目 (

)回目 (

)回目

生活支援技術（医療的ケア）
喀痰吸引 ②鼻腔内吸引
(１)回目 (

実施項目

評価の基準

声かけ

)回目 (

)回目 (

10月5日
14:00

1 医師の指示等の確認を行う

医師の指示書の確認。
利用者の名前、吸引圧、挿入出来る深さ、
A様、鼻腔内吸引、吸引圧20以下、
吸引時間、留意点を確認したか。
深さ10ｃｍ、15秒以内。

2 手洗い（消毒）を行う

正しい方法で、手洗いを行えたか。

準
備
3

必要物品をそろえ
作動状況等の点検確認する

手洗いをする。

必要物品が揃っているか確認したか。※１ 必要物品の確認。洗浄水をカップに入れ
電源を入れ、吸引圧が正常に作動するか る。
確認したか。
吸引器の動作確認。

4 必要物品を利用者の元へ運ぶ

使用しやすい場所に、物品を置いたか。

物品を運ぶ。

5 利用者に吸引の説明をする

利用者に吸引することを説明したか。

A様、今から吸引をさせていただきます。
よろしいですか。

6

吸引の環境整備
利用者の姿勢を整える

7 口腔内・鼻腔内を観察する

プライバシー保護のため、カーテンを閉め
たか。
姿勢を整えたか。
口腔内・鼻腔内状態（出血、傷有無）、義歯
の状態、口腔内の貯留物場所や食物残渣
を確認したか。

8 手袋の着用

使い捨て手袋を着用したか。

9 吸引チューブを清潔に取り出す

周囲に触れないように清潔に取り出せた
か。

10

吸引チューブを清潔に吸引器と連結管
周囲に触れないように清潔に連結したか。
で連結する

11

吸引器の電源を入れる
水を吸い決められた吸引圧の確認

12 吸引チューブ先端の水を切る
13

洗浄水を吸い、吸引圧が指示通りか確認
したか。

実
15 分泌物等の貯留物を吸引する
施

吸引チューブを回転させながら、静かに抜
いたか。

17 吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く

連結部から先端に向かって１方向に１度だ
け拭いたか。

A様、準備ができましたので今から吸引
を始めます。

洗浄水を吸引し吸引チューブ内側の汚
汚れが落ちるまで、洗浄水を吸引したか。
れを落とす

19 吸引器の電源を切る
20

吸引圧20以下。

チューブを鉛筆持ち、圧がかからないよう
に親指でチューブを折り曲げた状態で挿入
鼻腔内吸引、深さ10ｃｍ、15秒以内。
したか。 ※２ 指示された深さで挿入し
たか。
親指を少しずつ解放し圧をかけ20以下を
確認したか。１箇所に圧がかからないよう
吸引圧20以下。
吸引チュブを回しながら操作し15秒以内で
あったか。

16 吸引チューブを静かに抜く

18

口腔内・鼻腔内の観察。 異常なし。

水をしっかり切ったか。

利用者に吸引開始について声かけを行 痰の吸引をする声掛けをし、協力を得た
う
か。

14 吸引チューブを挿入する

プライバシーカーテンを閉める。
姿勢を整えるために、頭の下にタオル入
れさせていただきます。

吸引チューブを持っていない手で、電源を
切ったか。

吸引チューブを保管容器に戻したか。
吸引チューブを連結管からはずし保管
連結管に残っている吸引物を吸引びんに
容器に戻す
流したか。

21 手袋をはずす

汚染した手袋が周囲に触れないよう外し、
破棄したか。

A様吸引終了しました。痰は取れました
吸引が終了したこと、痰が取れたかを確認
か。大丈夫ですか。姿勢を整えるため頭
22 利用者に吸引終了を伝え姿勢を整える したか。
の下のタオルをはずさせていただきま
姿勢を整えたか。
す。
23 吸引物および利用者の状態を観察する
24

利用者の吸引前後の状態変化を観察
する

口腔状態（出血、傷有無）、義歯の状態、
口腔内の貯留物場所や食物残渣を確認し 吸引前と吸引後の状態観察、変化なし。
たか。

25 手洗いをする

正しい方法で、手洗いを行えたか。

26 吸引物および利用者の状態を報告する

吸引した痰の量や、性状・利用者の状態を A様の鼻腔内吸引、終了しました。
報告したか。
吸引物、A様、異常ありませんでした。

27 ヒヤリハット・アクシデントの報告

ヒヤリハット・アクシデントの有無を報告し
たか。

ヒヤリハット・アクシデント、ありませんで
した。

28 吸引びんの排液を捨てる

排液量を確認し、排液を処分したか。

排液を捨てる。

報
告

片
づ
け

吸引した痰の量や、性状の確認をしたか。 吸引物の確認、異常なし。 （変化なし）
利用者の全身状態を観察したか。※３
A様の状態観察、異常なし。（変化なし）

29 使用物品の後片づけまたは交換する

記
30 実施記録を記載する
録

手洗いをする。

吸引チューブの損傷時、破棄したか。
清浄線は破棄したか。
片づけをする。
必要物品の補充したか。
実施日時、吸引内容物の量・性状、利用者
の訴え、一般状態、特記事項を記入した 記録をする。
か。

備考
＊１ 必要物品 トレーの中に保管容器(ふた付き)、吸引チューブ、洗浄綿、洗浄水、手袋
＊２ チューブを折リ曲げた状態にすることで吸引できない状態で口腔内に挿入する
＊３ 観察項目（表情、顔色・呼吸状態・嘔気嘔吐の有無・出血、傷の有無・貯留物の残留の有無、痰のからむ音の消失の有無
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)回目 (

)回目 (

)回目 (

)回目

生活支援技術（医療的ケア）
喀痰吸引 気管カニューレ内吸引
(１)回目 (

実施項目

評価の基準

声かけ

)回目 (

)回目 (

10月5日
14:00

1 医師の指示等の確認を行う

医師の指示書の確認。
利用者の名前、吸引圧、挿入出来る深さ、
A様、気管カニューレ内吸引、吸引圧20
吸引時間、留意点を確認したか。
以下 深さ10ｃｍ、10秒以内。

2 手洗い（消毒）を行う

正しい方法で、手洗いを行えたか。

準
備
3

必要物品をそろえ
作動状況等の点検確認する

手洗いをする。

必要物品が揃っているか確認したか。※１
必要物品の確認。滅菌精製水をカップに
電源を入れ、吸引圧が正常に作動するか
入れる。
吸引器の動作確認。
確認したか。

4 必要物品を利用者の元へ運ぶ

使用しやすい場所に、物品を置いたか。

物品を運ぶ。

5 利用者に吸引の説明をする

利用者に吸引することを説明したか。

A様、今から吸引をさせていただきます。
よろしいですか。

プライバシーカーテンを閉める。
プライバシー保護のため、カーテンを閉め
姿勢を整えるために、頭の下にタオル入
たか。
姿勢を整えたか。
れさせていただきます。
カニューレ周囲の出血、傷の有無、カ
気管カニューレ周囲や固定の状態を観
カニューレ周囲、固定の状態を確認。
7
ニューレの固定状態 顔色・表情、痰の絡
察する
異常なし。
む音等確認。

6

吸引の環境整備
利用者の姿勢を整える

8 手袋の着用

使い捨て滅菌手袋を着用したか。

9 吸引チューブを清潔に取り出す

周囲に触れないように清潔に取り出せた
か。

10

吸引チューブを清潔に吸引器と連結管
周囲に触れないように清潔に連結したか。
で連結する

11

吸引器の電源を入れる 滅菌精製水 滅菌精製水を吸い、吸引圧が指示通りか
を吸い決められた吸引圧の確認
確認したか。

12 吸引チューブ先端の水を切る
13

水をしっかり切ったか。

利用者に吸引開始について声かけを行 痰の吸引をする声掛けをし、協力を得た
う
か。

14 吸引チューブを挿入する

実
15 分泌物等の貯留物を吸引する
施
16 吸引チューブを静かに抜く

１箇所に圧がかからないよう吸引チュブを
吸引圧20以下。
回しながら操作し10秒以内であったか。
吸引チューブを回転させながら、静かに抜
いたか。

吸引チューブの外側を滅菌清浄綿等で 連結部から先端に向かって１方向に１度だ
拭く
け拭いたか。

18

滅菌精製水を吸引し吸引チューブ内側 汚れが落ちるまで、滅菌精製水を吸引した
の汚れを落とす
か。

20

A様、準備ができましたので今から吸引
を始めます。

チューブを鉛筆持ち、圧がかかった状態で
気管カニューレ内吸引、深さ10ｃｍ、10秒
挿入したか。 ※２指示された深さで挿入し
以内。
たか。

17

19 吸引器の電源を切る

吸引圧20以下。

吸引チューブを持っていない手で、電源を
切ったか。

吸引チューブを保管容器に戻したか。
吸引チューブを連結管からはずし保管
連結管に残っている吸引物を吸引びんに
容器に戻す
流したか。

21 手袋をはずす

汚染した手袋が周囲に触れないよう外し、
破棄したか。

A様吸引終了しました。痰は取れました
吸引が終了したこと、痰が取れたかを確認
か。大丈夫ですか。姿勢を整えるため頭
22 利用者に吸引終了を伝え姿勢を整える したか。
の下のタオルをはずさせていただきま
姿勢を整えたか。
す。
23 吸引物および利用者の状態を観察する
24

利用者の吸引前後の状態変化を観察
する

顔色・表情、義歯の状態、痰の絡む音を確
吸引前と吸引後の状態観察、変化なし。
認する。

25 手洗いをする

正しい方法で、手洗いを行えたか。

26 吸引物および利用者の状態を報告する

A様の気管カニューレ内吸引、終了しま
吸引した痰の量や、性状・利用者の状態を
した。 吸引物、A様、異常ありませんで
報告したか。
した。

27 ヒヤリハット・アクシデントの報告

ヒヤリハット・アクシデントの有無を報告し
たか。

ヒヤリハット・アクシデントありませんでし
た。

28 吸引びんの排液を捨てる

排液量を確認し、排液を処分したか。

排液を捨てる。

報
告

片
づ
け

吸引した痰の量や、性状の確認をしたか。 吸引物の確認、異常なし。 （変化なし）
利用者の全身状態を観察したか。※３
A様の状態観察、異常なし。（変化なし）

29 使用物品の後片づけまたは交換する

記
30 実施記録を記載する
録

手洗いをする。

吸引チューブの損傷時、破棄したか。
清浄線は破棄したか。
片づけをする。
必要物品の補充したか。
実施日時、吸引内容物の量・性状、利用者
の訴え、一般状態、特記事項を記入した 記録をする。
か。

備考
*1 必要物品 トレーの中に保管容器（ふた付き）吸引チューブ、洗浄綿、滅菌精製水、手袋
*2 チューブを折り曲げない状態で吸引できる状態でカニューレ内に挿入する
＊３ 観察項目（表情、顔色・呼吸状態・嘔気嘔吐の有無・出血、傷の有無・貯留物の残留の有無、痰のからむ音の消失の有無
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)回目 (

)回目 (

)回目 (

)回目

生活支援技術（医療的ケア）
胃ろう・腸ろうによる経管栄養
(１)回目 (

実施項目

評価の基準

声かけ

10月5日
14:00

1 医師の指示等の確認を行う

利用者の名前、栄養剤の種類、注入量、 医師の指示書の確認。
注入時間、留意点を声に出して確認する。 B様、E液、３００㎖、２時間で注入。

2 消毒薬で手洗いを行う

正しい方法で、手洗いを行う。

手を洗う。

3 必要物品を準備する

必要物品が揃っているか声に出して確認
する。

必要物品の確認。

準
備

4

指示された栄養剤（流動食）の種類・
量・時間を確認する

5 経管栄養の注入準備を行う

栄養剤の種類、注入量、注入時間を声に
出して確認する。

E液、３００㎖、２時間で注入。

栄養剤を適切にイルリガートルに入れ、点
滴筒を指で押し、栄養剤を１／２程度満た
し、栄養点滴チューブの先端まで栄養剤を
流す。

6

準備した栄養剤（流動食）を利用者のも 栄養剤が本人のものであるか確認し、利
とに運ぶ
用者のもとに運ぶ。

7

利用者に本人確認を行い経管栄養の
実施について説明する

栄養剤を利用者のもとに運ぶ。

利用者本人であることを確認する。注入す B様ですね、今からお食事をとっていただ
ることを説明し同意を得る。
きます。準備よろしいでしょうか。

プライバシー保護のため、カーテンを閉め
プライバシーカーテンを閉める。
注入する栄養剤（流動食）が利用者本
る。
適切な体位の為にベットアップさせてい
8 人のものであるかを確認し適切な体位
ベッドアップし体位を整える。栄養剤が本
をとり、環境を整備する
ただきます。 栄養剤B様。
人のもであるかを確認する。
9

経管栄養チューブに不具合がないか確
チューブの不具合を確認する。
認し確実に接続する

チューブの不具合なし。
接続する。

クレンメを開け注入直後の利用者の観察
注入を開始し注入直後の様子を観察す
注入直後の観察。
(嘔気、呼吸困難、腹部膨満、腹痛、しゃっ
異常なし。
る
くり等の有無)をする。
注入中の表情や状態の観察(嘔気、呼吸
注入中の表情や状態を定期的に観察
注入中の利用者の表情、状態観察。
困難、腹部膨満、腹痛、しゃっくり等の有
11
異常なし。
する
無)をする。
10

12 注入中の利用者の体位を観察する
実 13 注入物の滴下の状態を観察する
施
挿入部からの栄養剤（流動食）の漏れ
14
がないか確認する
15 注入中に利用者の状態を観察する

注入中の体位の観察をする。

注入中の利用者の体位の観察。
異常なし。

滴下の観察をする。

注入物の滴下の観察。
異常なし。

漏れの有無を確認する。

挿入部からの漏れなし。

もう一度利用者の全身の状態を観察(嘔
利用者の状態の観察。
気、呼吸困難、腹部膨満、腹痛、しゃっくり
異常なし。
等の有無)をする。

16

指示された白湯を入れ注入状態を観察（嘔 白湯を入れる。
注入終了後は白湯を注入し状態を観察
気、呼吸困難、腹部膨満、腹痛、しゃっくり 利用者の状態の観察。
する
の有無等）をする。
異常なし。

17

クレンメを閉め、経管栄養チューブの接 クレンメを閉めて、接続をはずし半座位の クレンメを閉める。接続をはずす。
続をはずし半座位の状態を保つ
状態を保つ。
B様を半座位に保つ。

注入後、利用者の状態を観察し報告す
18 る
利用者の状態を報告する。
異常がなかったことを報告できたか
19

体位変換が必要な利用者に対しては異 異常がないことを確認し、体位変換を再開 異常がなかったので、体位変換を再開し
常がなければ体位変換を再開する
する。
ました。

20 ヒヤリハット・アクシデントの報告をする
21

B様、注入終了しました。特におかわりは
なかったです。

ヒヤリハット・アクシデントの有無を報告す ヒヤリハット・アクシデントはありませんで
る。
した。

環境を汚染させないよう使用物品を速
使用物品を片付ける。
やかに後片づけをする

22 実施記録を記載する

片づけをする。

実施日時、注入物の種類、注入量、注入
時間、利用者の訴え、全身状態、特記事項 記録する。
を記録する。
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)回目 (

)回目 (

)回目 (

)回目 (

)回目 (

)回目

生活支援技術（医療的ケア）
経鼻経管栄養
(１)回目 (

実施項目

評価の基準

声かけ

10月5日
14:00

1 医師の指示等の確認を行う

利用者の名前、栄養剤の種類、注入量、 医師の指示書の確認。
注入時間、留意点を声に出して確認する。 C様、E液、３００㎖、２時間で注入。

2 消毒薬で手洗いを行う

正しい方法で、手洗いを行う。

手を洗う。

3 必要物品を準備する

必要物品が揃っているか声に出して確認
する。

必要物品の確認。

準
備

栄養剤の種類、注入量、注入時間を声に
E液、３００㎖、２時間で注入。
出して確認する。
栄養剤を適切にイルリガートルに入れ、点
滴筒を指で押し、栄養剤を１／２程度満た
5 経管栄養の注入準備を行う
し、栄養点滴チューブの先端まで栄養剤を
流す。
準備した栄養剤（流動食）を利用者のも 栄養剤が本人のものであるか確認し、利
6
栄養剤を利用者のもとに運ぶ。
とに運ぶ
用者のもとに運ぶ。
4

指示された栄養剤（流動食）の種類・
量・時間を確認する

利用者本人であることを確認する。注入す
ることを説明し同意を得る。
プライバシー保護のため、カーテンを閉め
注入する栄養剤（流動食）が利用者本
る。
8 人のものであるかを確認し適切な体位
ベッドアップし体位を整える。栄養剤が本
をとり、環境を整備する
人のもであるかを確認する。
経管栄養チューブに不具合がないか確
9
チューブの不具合を確認する。
認し確実に接続する
7

利用者に本人確認を行い経管栄養の
実施について説明する

C様ですね、今からお食事をとっていただ
きます。準備よろしいでしょうか。
プライバシーカーテンを閉める。
適切な体位の為にベットアップさせてい
ただきます。 栄養剤C様。
チューブの不具合なし。
接続する。

クレンメを開け注入直後の利用者の観察
注入を開始し注入直後の様子を観察す
注入直後の観察。
(嘔気、呼吸困難、腹部膨満、腹痛、しゃっ
る
異常なし。
くり等の有無)をする。
注入中の表情や状態の観察(嘔気、呼吸
注入中の表情や状態を定期的に観察
注入中の利用者の表情、状態観察。
11
困難、腹部膨満、腹痛、しゃっくり等の有
する
異常なし。
無)をする。

10

12 注入中の利用者の体位を観察する
実 13 注入物の滴下の状態を観察する
施
14 注入中に利用者の状態を観察する

注入中の体位の観察をする。

注入中の利用者の体位の観察。
異常なし。

滴下の観察をする。

注入物の滴下の観察。
異常なし。

もう一度利用者の全身の状態を観察(嘔
利用者の状態の観察。
気、呼吸困難、腹部膨満、腹痛、しゃっくり
異常なし。
等の有無)をする。

15

指示された白湯を入れ注入状態を観察（嘔 白湯を入れる。
注入終了後は白湯を注入し状態を観察
気、呼吸困難、腹部膨満、腹痛、しゃっくり 利用者の状態の観察。
する
等の有無）をする。
異常なし。

16

クレンメを閉め、経管栄養チューブの接 クレンメを閉めて接続をはずし半坐位の状 クレンメを閉める。接続をはずす。
続をはずし半座位の状態を保つ
態を保つ。
C様を半座位に保つ。

注入後、利用者の状態を観察し報告す
17 る
利用者の状態を報告する。
異常がなかったことを報告できたか
18

体位変換が必要な利用者に対しては異 異常がないことを確認し、体位変換を再開 異常がなかったので、体位変換を再開し
常がなければ体位変換を再開する
する。
ました。

19 ヒヤリハット・アクシデントの報告をする
20

C様、注入終了しました。特におかわりは
なかったです。

ヒヤリハット・アクシデントの有無を報告す ヒヤリハット・アクシデントはありませんで
る。
した。

環境を汚染させないよう使用物品を速
使用物品を片付ける。
やかに後片づけをする

21 実施記録を記載する

片づけをする。

実施日時、注入物の種類、注入量、注入
時間、利用者の訴え、全身状態、特記事項 記録する。
を記録する。
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)回目 (

)回目 (

)回目 (

)回目 (

)回目 (

)回目

介護職員等喀痰吸引指示書
標記の件について、下記のとおり指示いたします。
指示期間 （平成

事業者

象
者

月

日～

年

月

日）

事業者種別
事業者名称
A様

名前
対

年

（生年月日）

明・大・昭・平

住所

年

月

日

（

）歳

TEL:

要介護認定区分

要支援（

障害程度区分

区分1

1

2

区分2

）

要介護（

区分3

区分4

１

2

区分5

3

4

5

)

区分6

主たる疾患(障害)名
実施行為種別

・口腔内吸引

・鼻腔内吸引

・胃ろうによる経管栄養

・気管カニューレ内部の吸引

・腸ろうによる経管栄養

・経鼻経管栄養

具体的な提供内容

指

喀痰吸引（吸引圧、吸引時間、注意事項等を含む）
吸引圧 20kPa以下
口腔・鼻腔カニューレ内の深さ 10cm
口・鼻の吸引時間 15秒以内 （右の鼻腔は、出血しやすいので注意する）
気管カニューレ内部の吸引時間 10秒以内

示
内

経管栄養（栄養剤の内容、投与時間、投与量、注意事項等を含む）

容

その他留意事項（介護職員等）
その他留意事項（看護職員等）
1.経鼻胃管

サイズ：

2.胃ろう・腸ろうカテーテル

種類： ボタン型 ・ チューブ型、サイズ型

Fr、種類：
Fr、

cm

小型吸引機3WAY－750（ブルークロス）
（参考）使用医療機器等

3.吸引器

吸引チューブ
口・鼻：14Fr 40ｃｍ

4.人工呼吸器

機種：

5.気管カニューレ

サイズ：外径

気管カニューレ内部

mm、長さ

12Fr 50cm

mm

6.その他

緊急時の連絡先
不在時の対応法
※1.「事業者種別」欄には、介護保険、障害者自立支援法等による事業の種別を記載すること。
※2.「要介護認定区分」又は「障害程度区分」欄、「実施行為種別」欄、「使用機器欄」については、該当項目に○を付し、空欄に必要事項を記入
すること。

上記のとおり、指示いたします。
平成２９年１２月？日
機関名

伊賀白鳳高等学校クリニック

住所

三重県伊賀市緑ヶ丘西町２２７０－１

電話

0595－21－7969

医師名
（登録喀痰吸引等（特定行為）事業者の長）

伊賀白鳳
伊賀上野
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太郎
次郎

印
殿

資料４

社会福祉基礎

平成 30 年度
三重県⽴伊賀⽩鳳⾼等学校
ヒューマンサービス科

平成 31 年 2 ⽉ 5 ⽇

社会福祉基礎におけるチームマネジメントの学習
新たに介護福祉⼠の教育に、チームマネジ
メントが含まれた。ねらいとしては、「介護の
基礎知識

質を⾼めるために必要な、チームマネジメン
トの基礎的知識を理解し、チームで働くため

チームマネ
ジメント

の能⼒を養う学習とする」とある。今後この
学習を進めて⾏くにあたり、以下のポイント

グループ
ワーク

を考えた。チームマネジメントの基礎的知識
については、社会福祉基礎の学習の中で学習

するのだが、チームで働くための能⼒を養うことは、単なる講義形式で学ぶものではない
のではないかと考えた。社会福祉基礎などで、グループワークを進めていくことが、他の
科⽬での思考⼒やチームマネジメントにつながるのではないかと考えた。これは、強いて
は介護技術コンテストなどの⼒にもつながっていくのではないかとも考えている。

社会福祉基礎

⽣活⽀援技術

⽣活⽀援技術

介護過程

介護過程

技術

介護総合演習

介護総合演習

コンテスト

介護

そこで、今年度は社会福祉基礎において、積極的なグループワークの活⽤を⾏った。グ
ループワークを⾏うに当たり、３段階を設定した。本来役割を決めるべきなのだろうが、
集まったグループで皆でやろうというスタンスで⾏ってみた。⾃然とリーダー的な役割や
メモをとったり、発表原稿つくるなどの役割が⾃然発⽣してきた。発表も代表のみではな
く、皆で前に⽴つことで、チームの⼀体感、協⼒するという姿勢が育ってきた。この後、
その役割をそれぞれが担うことにより、役割の⼤切さ、苦⼿・得意などの⾃分の特性を理
解する事を⾏った。最終的には、リーダーとフォロワーの役割をグループワークの中で体
感できると考えている。そこに、チームマネジメントの基礎知識を学ぶことで、「介護の
質を⾼めるために必要な、チームマネジメントの基礎的知識を理解し、チームで働くため
の能⼒を養う学習とする」というねらいが達成されるのではないかと考える。
グループワークⅠ
•役割を決めない
ワーク

グループワークⅡ
•役割を決めて⾏
うワーク

グループワークⅢ
•司会だけを決め
るワーク

チーム

チームの

リーダーを

⼀体感

役割

⽀える

1

グループワークのリーダーとは何か、リーダーとしてグループを引っ張る（トップダウ
ン）ではなく、⽀えるフォロワー的な事が⼤切なのではないかということで、⽇本テレビ
が開発したアクティブラーニングプログラムである「みんなのドラマ」に取り組んだ。
この「みんなのドラマ」は、ドラマを⾒ていると、途中で課題がでてくる。この課題を
グループ皆で考える。それを、各グループが発表し、共有する。その後ドラマの続きをみ
ていると、また課題が出てきて、それを考えるというように進んでいく。この課題を考え
る時、各グループで MC を設定する
MC 役は、グループの発⾔を促す役を担う。その⼀つのツールとしてチップが登場す
る。メンバーが発⾔する度に MC 役がチップを配布し、チームの意⾒を盛り上げることに
も繋がる。MC 役は、いかに意⾒がでやすいようにするか、チームの雰囲気づくり役に徹
するというものである。そのため MC 役は意⾒を⾔わないが、いくつも課題が出てくるの
で MC 役を順番に回していくことで、どちらの役も体験することができる。
またこのチップは４⾊あり、それぞれに特徴がある。⾚＝情熱（粘り強さ、周りを引っ
張る、巻き込む、強く後押しするなど）
、⽩＝共感（思いやり、受け⽌める、優しさ、慣
⽤⼿助け、発⾔を拾うなど）
、⻘＝創意（クリエイティブ、論理的、新しさ、冷静、全体
を⾒るなど）
、⻩＝茶⽬っ気（ユーモア、遊び⼼、ポジティブ、和ませる、なんとかなる
など）に分類され、発⾔内容に合ったものを MC 役が配布する。
配布されたチップの枚数により⾃分の特徴が顕在化される。⾚のチップが多ければ、
「やりとげたい」という⼼を持っており、他者への効果として、ポジティブな影響を与え
グループのパワーを⾼める。⻘のチップが多ければ、⾃分らしさを表現する⼒を持ってお
り、他者への効果として、刺激を与え多様で豊かな考えにたどり着くことができる。⽩の
チップが多ければ、相⼿の⽴場に⽴ち新たな視点を持つことができ、他者への効果とし
て、相⼿を受け⼊れることでグループのパフォーマンスを上げる。⻩⾊のチップが多けれ
ば、緊張しすぎたりくよくよ悩むことがなく、他者への効果として、空気を和ませグルー
プ本来の良さを引き出すことができる。
ワークが終わった後にチップを集計することで、⾃分の発⾔回数やどういう発⾔が多い
のかを振り返り⾃分の強み・弱みを知ることができた。また MC 役もチップの総数によ
り、⾃分がリーダーとしてグループの話し合いを活発にする働きかけができたかを評価す
ることができた。話し合いの中で全く発⾔をしない者がいた場合、どうしたら発⾔ができ
るのかを考えて雰囲気を作ることや、話しの⽅向がずれた場合の修正、そして意⾒が出に
くい時の促し⽅など、グループを⽀え雰囲気作りをするという役を学ぶことができ⾯⽩い
取り組みであった。そして、このチップというツールがグループワーク評価の⼀つの⽅法
と利⽤できることが確認できた。
しかしながら、ドラマの内容と取り組む課題の内容が決して福祉の教科・科⽬に当ては

2

まる物ではないことから、新学習指導要領や新しい介護福祉⼠養成課程の組織・リーダー
シップ・フォロワーシップといった学習すべき「社会福祉基礎」のカリキュラム内に⼊れ
込めるかは疑問がある。今後の課題としては、介護現場での必要な内容を学習できるもの
が必要かもしれない。ただ授業の⼀環というより HR 活動に近いものであり、HR の活
動、キャリア教育の⼀環として実施してもよいと感じるものであった。

次年度にむけて
現在も様々な科⽬でワークを実施しているが、次年度はチームマネジメント教育の意識
をもって取り組んでいきたい。これが、⽣活⽀援技術や介護過程、そして介護技術コンテ
ストでの⼒になっていけばとかんがえている。そしてさらに、チームマネジメントの基礎
的知識の授業の実施ができたらと考えている。

3

平成 30 年度研究成果中間報告書
都道府県・

２４

都道府県・

指定都市番号
研究課題
ふり が

【新規:平成 30～31 年度指定】
三重県

研究課題番号・校種名

指定都市名

１

教科名

高等学校
福祉

学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関
する実践研

な

学校名（生徒数）
所在地（電話番号）

み

え けんりつ い

が はくほうこうとうがっこう

三重県立伊賀白鳳高等学校（824 人）
三重県伊賀市緑ヶ丘西町２２７０－１
0595-21-7969（ヒューマンサービス科）

0595-21-2110（代）

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.igahakuho.ed.jp
研究のキーワード
動画

動画と連動したプリント

振り返りシート

研究結果のポイント
１「生活支援技術」における指導方法・指導内容の研究
①介護福祉士養成に関する授業の展開及び評価方法の工夫
○対人関係の基本やコミュニケーションの技術を学習したのち，要介護度別（低い→高い順）
に「介護とコミュニケーションの両立」を学ぶ授業展開の実施
○動画を活用した授業とその動画に連動したプリントで授業を展開し，生徒にとって学びや
すく振り返りやすい工夫を実施
②医療的ケアの授業展開について
○エビデンスシートを活用し、ひとつひとつの動作に意味があることを確認することで理解
を深める授業展開の実施
③介護福祉士国家資格取得を目指さない生徒向けの生活支援技術（２単位）の授業展開及び評
価の工夫
○授業ごとの振り返りシートを作成するとともにルーブリック評価を実施
２「社会福祉基礎」組織管理・人材管理・チームについての教育内容の検討
○ チームマネジメントを意識したグループワークの展開を実施
１ 研究主題等
（１）研究主題
「生活支援技術」における指導方法及び指導内容の工夫改善
「社会福祉基礎」において，組織・人材・チームについての教育内容の検討
（２）研究主題設定の理由
本校が立地する伊賀市は，多くの福祉施設があり，福祉人材育成の必要性が高い地域である。
本校ヒューマンサービス科は，このような状況を鑑み，介護を深く学ぶ介護福祉コースと保育
を含めた幅広い福祉を学ぶ生活福祉コースの２つのコースを設置している。厚生労働省が示す
介護福祉士養成課程が変わろうとしている中で，改めて生活支援技術の指導方法及び評価につ
いての研究に取り組み，介護福祉コースでは，介護福祉士として必要な知識と技術を，生活福

祉コースでは，介護職員初任者研修修了程度の介護の知識と技術について教育内容及び教育方
法の工夫改善を研究目的として実施する。また，今後介護福祉士に必要とされる組織管理・人
材管理・チーム運営についての学習内容の検討を行う。
（３）研究体制

校内体制
職員会議
ヒューマンサービス科

【科会議】

・2 年次生徒担当者会
・3 年次生徒担当者会

県教育委員会
学習指導
委員会

・各教科担当者会
・生活支援技術担当者会

（４）１年目の主な取組
４月

連絡協議会

平

６月

学校訪問

成

８月

学習指導要領に関する研修会

30

９月

学校訪問

名古屋市立西陵高等学校

年

10 月

学校訪問

和歌山県立有田中央高等学校

度

12 月

指定校訪問

２月

神奈川県立二俣川看護福祉高等学校

神奈川県立横須賀明光高等学校

報告会

２ 研究内容及び具体的な研究活動
（１）研究内容
１「生活支援技術」における指導方法・指導内容の研究
①

介護福祉士養成に関する授業の指導方法及び指導内容の工夫

②

医療的ケアの授業展開について

③

生活支援技術（２単位）の授業展開及び評価の工夫（資格取得を目指さない生徒）

２「社会福祉基礎」組織管理・人材管理・チームについての学習内容の検討
（２）具体的な研究活動
「生活支援技術」における指導方法・指導内容の研究の一つ目とし
て，①「介護福祉士養成に関わる授業の展開及び評価方法の工夫」
について取り組んでいる。本校生徒の実態として，介護技術の実技
テストを実施した際に，環境因子・個人因子に配慮した声かけの評
価が低いという結果がでている。これは，介護に集中するあまり，
コミュニケーションをとる余裕がないと推測することができる。そ
こで，要介護度の低い人の事例から介護技術と必要なコミュニケー
ション技術の習得を目指した授業を展開することとした。具体的には，対象者を一人に絞り，加齢に伴

い要介護度が高くなる事例で介護技術等を学ぶ授業実践である。この授業展開では，要介護度が低い段
階では，介護技術においては見守り支援が主なものとなり，その反面，声かけを中心としたコミュニケ
ーション技術を重要な位置づけとして学ぶことができる。また，対象者を一人に絞って学ぶことにより，
介護過程の学習にも十分につながると考えている。要介護度別の実践について，本校オリジナル動画を
見て流れを学習，デモで細かく説明，その後各自で実践という授業展
開を実施した。また，動画を iPad で制作した後，動画を写真に取り
出す作業をし，流れが写真で振り返ることができるようなプリントを
作成した。これにより放課後など自分で振り返り学習ができるように
なった。さらに，授業の欠席者などに対応する補習動画として，VR
授業も検討しているが、データが大きく実際には運用が難しい可能性
がでてきた。
二つ目の②「医療的ケアの授業展開について」では，医療的ケアの基本研修の内容を確実に身につけ
るための工夫として，今年度「エビデンスシート（ひとつひとつの動作に意味・根拠があることを学び
ながら理解する）」を活用した授業展開を実施した。しかし，動作の一つ一つは理解できているが，
「医
療的ケア」という一つの流れとしての把握ができていないという生徒の実態が現れた。これは，教員デ
モが一連の流れでできていない事により，生徒の手順の定着が悪いことなどが理由として考えられた。
そこで，介護者への「声かけ」を徹底的に生徒が記憶することにより，
「動作」とつながると推測し，
「声
かけシート（声かけを覚えることにより，動作と声かけの連動による定着）」の取り組みを行う準備を進
めた。また，流れを把握できていないのは，市販 DVD が，本校の学びの実態に合っていないという点
が挙げられるため本校オリジナル動画を作成し，次年度に取り組む準備を行っている。
三つ目の③「介護福祉士国家資格取得を目指さない生徒向けの生活支援技術（２単位）の授業展開及
び評価の工夫」については，ワークを中心とした授業展開とルーブリック評価の取り組みを実施した。
また，毎時間の授業の最後に実施する「振り返りシート」を作成した。今後，生徒自身の授業の振り返
りとともに教員の授業改善へとつなげることをねらいとしたい。
「社会福祉基礎」組織管理・人材管理・チームについての学習内容の検討では，社会福祉基礎の中で
グループワークを積極的に取り組み，三つの方法で実施した。一つ目は，グループ学習を実施する上で
役割を決めずに取り組む方法である。この方法では，自然とリーダー的な役割の生徒やメモをとる生徒，
発表原稿をつくる生徒などの役割が自然発生してきた。発表も代表者のみでなく，グループ全員が同じ
場所に立つことで，グループの一体感や協力という姿勢が育まれたと考える。今後は、グループ内でさ
まざまな役割を決定し行い，活動を行う上で各役割の大切さ，苦手・得意などの自分の特性を理解する
事につながったと考える。最終的には，グループリーダーのみを決め，リーダーとフォロワーの役割を，
グループワークを通して十分に理解することができたと考える。この方法とチームマネジメントの基礎
知識を学ぶことで，
「介護の質を高めるために必要な，チームマネジメントの基礎的知識を理解し，チー
ムで働くための能力を養う学習とする」という科目のねらいの一つが達成されるのではないかと考えて
いる。固定したグループではなく，各回毎にメンバーを変えて取り組む
計画であり進めていきたい。また、日本テレビが開発した教材、
「みんな
のドラマ」を利用し、グループリーダーの学びについても取り組んだ。

３ 研究の成果と課題（○成果●課題）

１「生活支援技術」における指導方法・指導内容の研究
①

介護福祉士養成に関する授業の展開及び評価方法の工夫

○要介護度の低い高齢者の支援から，コミュニケーション力を重視した学習をすすめ，介護
度を上げながら学ぶ授業展開の実施することで，生徒が環境因子・個人因子に配慮した声
かけができるようになった。
○動画を活用した授業とその動画に連動したプリントでの授業展開をし，生徒が学びやすく
振り返りやすい工夫をすることで，生徒の介護技術の習得につながった。
●動画やその連動するプリントは，動作の流れか，ポイントのどちらを重視すべきかが課題。
②

医療的ケアの授業展開について

○エビデンスシートの活用でひとつひとつの動作に意味があることを確認することで生徒
の理解が深まった。
●教員の細切れの説明により生徒が一連の流れを理解できていないことや，「声かけ」その
ものにも課題が残っている。
③「介護福祉士国家資格取得を目指さない生徒向けの生活支援技術（２単位）の授業展開及び
評価の工夫」
○授業ごとの振り返りシートを実施することで、生徒の授業内容の定着をはかる授業展開が
実施できた。
●振り返りシートが教員の授業改善につながっていない。
２「社会福祉基礎」組織管理・人材管理・チームについての学習内容の検討
○チームマネジメントを意識したグループワークの展開を実施することにより，チームの役
４ 今後の取組
今後の取組
１「生活支援技術」における指導方法・指導内容の研究
①

介護福祉士養成に関する授業の展開及び評価方法の工夫
・

動画と連動した授業プリントの作成

・

介護種別毎の学びと事例を使った介護技術の学びの到達度比較の実施

②

医療的ケアの授業展開について
・

基本研修の内容を確実に身につけるための工夫

・ 声かけシート（声かけを覚えることにより，動作と声かけの連動による定着）学習の有
用性の検証
③

生活支援技術（２単位）の授業展開及び評価の工夫（資格を目指さない生徒）

２「社会福祉基礎」組織管理・人材管理・チームについての学習内容の検討
・

チームマネジメントの基礎的知識学習事例の作成

