
在宅看護論Ⅲ 授業②

～在宅での看護過程
展開のポイント(2)～

福岡水巻看護助産学校
１年生



１．情報収集の項目（ﾃｷｽﾄP.118）

１）本人の基礎情報

２）健康問題に関して

３）本人・家族のニーズ

４）療養環境

５）家族関係・介護力

６）必要なサービスや支援

７）経済力のアセスメント

３）～７）は前回講義で
アセスメントの視点と
して学習しました。



２．情報収集の内容とポイント

情報をもとに訪問看護
計画を立案します。
在宅看護のpointを
とらえた情報収集が

重要ですよ。



〇年齢、性別

〇家族

〇生活背景

（ ）や（ ）など社会活動

家庭での（ ）

〇生活習慣

〇（ ）

１）本人の基礎情報



〇疾患（既往症）、病状、（ ）

〇 （ ）や（ ）

〇治療内容

サポートを必要とする（ ）

〇疾患や治療の理解と受け入れ

〇 ADL、（ ）

２）健康問題



Point～医療ケアへの理解を確認

〇治療の理解と受容

〇医療ケアの技術習得

（ ）の取り扱いや

（ ）や痰（ ）など

〇緊急時の対応



〇どのような（ ）を希望するか

〇 （ ）とする内容

〇どのような（ ）を考えて

いるか

〇訪問看護に（ ）したい内容

〇サービスに希望すること

３）本人・家族のニーズ



〇住居
持家か賃貸か
一戸建て、マンション・アパート

（エレベーターの有無）
入居施設

〇間取りと（ ）の位置
〇玄関や敷地の（ ）

トイレや浴室、廊下の（ ）設置状況
〇介護用具の導入状況

介護用ベット、車椅子、ポータブルトイレ

４）療養環境



〇家族構成
〇（ ）、キーパーソン

年齢、性別
（ ）
介護に関する（ ）や（ ）
家庭や社会での（ ）

〇他の家族員
社会活動（仕事や学業）
介護への協力

５）家族関係・介護力



〇現在利用中のサービス

〇導入希望や予定のサービス

〇（ ）や

（ ）の作成

６）必要なサービス・支援



〇医療保険や介護保険の（ ）

〇自己負担額を減免する（ ）等

指定難病の医療費助成

障害者総合支援法の支援医療

〇（ ）の受給

〇経済的問題への思いや考え

７）経済状態



Point～リスクマネジメントの視点から
情報をとらえる

〇起こりうるリスクをアセスメントする

病状悪化、合併症

事故

医療機械・チューブのトラブル

介護疲労

閉じこもり

火災や盗難、消費者被害

停電、自然災害



Point～家族全体をアセスメントする

＜家族の周期的段階は？＞（ﾃｷｽﾄP.123）

〇療養者家族は（ ）、（ ）

が多く、老々介護や要介護者同士の生活と

なることがある。

〇介護する（ ）家族は

どのような段階かもとらえる。

段階によって介護負担は異なる。



３．様々な情報収集の方法

（ ）で
多職種から

家族・キーパーソン
から

本人から

（ ）で
病院スタッフから



Point～情報の取り扱いに注意！

〇（ ）義務
病院では知りえない情報を知る
（家族関係、経済状態、家屋状況）

〇（ ）保持
〇在宅ケアチームでの（ ）は

療養者・家族の（ ）を得て！

＊療養者・家族との信頼関係に関わる。
犯罪や（ ）につながる。



Point～訪問看護を行うには・・・？

の発行

の
作成

医療保険の訪問看護でも訪問看護指示書は必要です！

ケアプランの
送付

ケアマネジャー主治医

訪問看護

利用者



訪問看護を実施したら・・・？

の
提出
1回/月

サービスの
報告

１回/月

障害者総合支援法ではサービス相談員が
サービス利用等計画書を作成します！

モニタリング

ケアマネジャー主治医

利用者

訪問看護



Point～訪問看護の流れ

本人・家族から訪問看護の（ ）

訪問看護に関する（ ）

・ 保険適応の訪問回数や費用負担

・実施できるサービス

・事業所の規模や所属する専門職

・住所地

（ ）



主治医による（ ）の発行

介護保険利用者は（ ）の作成

情報収集

（ ）カンファレンスへの参加

訪問（ ）立案

訪問看護の実施



（ ）の提出

介護保険利用者は

ケアマネジャーへの実績報告

看護実践の評価

看護目標の達成・・・本人と家族の

（ ）の充足

（ ）への

フィードバック



在宅看護で診断されることが多い看護問題

「感染リスク状態 」

「転倒転落リスク状態 」

「 」

「介護者役割緊張リスク 」 主として在宅で

「 」 診断される

（ ）でとらえる

サービスや支援が必要かで考える

４．在宅での看護問題の特徴

なぜ？



５．訪問看護計画の立案

〇目標設定は（ ）と話し合う。
どのような生活を望むか?!
健康レベル向上が、

訪問看護の（ ）ではない。

〇療養者の（ ）に応じた
（ ）目標設定を行う。

ex） 寝室からトイレまで歩く。
近所の〇〇スーパーで

朝食のパン・牛乳を買う。



〇（ ）やサービス等利用計画書との

（ ）を図る。

在宅ケアチームの中での役割

訪問看護への依頼内容

訪問看護の回数や時間

〇すべての問題を訪問看護が直接ケアする

わけではない事を再認識する。



〇急性期ではなく、（ ）や

（ ）が多い。

eｘ）脳梗塞・・・脳梗塞後遺症の状態

× 意識レベルの確認

× ＭＭＴの測定 後遺症を明らかにして、
それから起こることを

考えます。



６．訪問看護の実施・評価

〇実施時は（ ）作成

訪問看護ステーション毎の書式

〇（ ）カルテが増え、PCに直接入力も有

〇居宅で作成、（ ）も活用！

〇評価時は、看護目標達成し、本人と家族の

（ ）の充足ができたかとらえる。

〇（ ）へのフィードバックを行う。



在宅療養を支える
保険・福祉サービスの復習です。

今日は少し
だけ・・・



難病療養者への医療費助成（ﾃｷｽﾄP.81）

難病とは？

原因不明、治療法が確立されていない

指定難病とは？

難病のうち医療費の（ ）について

助成される疾患

難病法に基づく（ ）負担医療

費用は国と都道府県で１/２ずつ負担

減額される額は、世帯収入によって異なる。



Memo



市町村の福祉サービス

高齢者や障害者に対して、市町村独自で

工夫して実施しているサービス

〇（ ）（ﾃｷｽﾄP.189、193）

〇住宅改修費の（ ）

〇訪問入浴サービス（障害者のみ）

〇紙おむつの支給 など



Memo


