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定期巡回・随時対応型訪問介護看護「医療連携推進会議」評価の 

ご協力依頼について 

 

拝啓 

日頃より当事業所の運営につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

緊急事態宣言が発令されて、昨今の感染拡大の状況を考慮し、当事業所サービス「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護」の医療連携推進会議は、書面をもってお伝えさせていただき

ます。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を運営する事業所は、地域の皆さまに事業の報告およ

び評価や要望をお伺いする協議会を設置し、定期的に会議（介護・医療連携推進会議）を年

に 2 回開催することが定められております。 

今回は書面でのご報告になりますので、現在ご利用の居宅介護支援事業所様へ、以下のご

協力をお願いさせていただきます。 

敬具 

 

記 

1. 自己評価・外部評価表へのご記入 

 

返信用封筒同封させていただきます。 

ご協力宜しくお願い致します。 

 

                                    以上 



SOMPOケア中村橋

令和3年2月 コロナ感染症の影響により書面での開催

①　適正な運営を行う

②　地域に開かれたサービスとする事で、サービスの質の確保と向上を図る

③　介護及び看護に関する課題について情報共有を行い、介護と医療の連携図る

■アジェンダ

内容 担当 所要時間開始時間終了時間 資料
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■議事進行

中止等の理由：新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み会議を中止することといたしました。

議事録本来の開催予定日：2月26日

■日時

■場所　

■目的　

令和3年度2月度　SOMPOケア　中村橋

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護・医療連携推進会議

■事業所名

コロナウイルス感染防止のため書面での開催



5

SOMPOケア中村

SOMPOケア中村橋
訪問エリア



SOMPOケア 1

22:00

18:00

12:00

6:00

水 木 金 土 日

介護目標

①定期的に介助を受けることで身の回りの清潔を保つことができ、毎日リズムを持って生活することが出来る。
②定期的に入浴（清拭）介助をすることで皮膚状態の観察ができ、異常の早期発見対応が出来る。
③緊急時や必要時に支援を受けることで一人でも不安なく生活することが出来る。

ポイント週間計画① サービス計画　R　2年　1　月～

看護サービス　無 ■定期巡回サービス
・00：30～00：50（2021/2/3～追加）
・09：00～09：30
・13：00～13：20（2021/2/9～追加）
・19：30～19：50

■ケア内容
サービス当初

【安否確認・服薬介助・入浴介助　△排泄・更衣介助】
※2021/2より
【食事提示・食事介助（水分補給）・服薬介助
排泄介助（バルーン尿破棄）・口腔ケア・安否確認】

　
■24時間　緊急コールによる随時対応・随時訪問
・有り

■訪問看護
バイタルチェック・モニタリング
全身状態の観察・相談
以前は入浴介助（現在は中止）

0:00
月 火

急性骨髄性白血病

独居であり、娘様・息子様は他区に在住。
ご本人・ご家族とも皆医者であり娘様は
中村橋で開業医をされている。
ご実家の近くであることから仕事の合間に
定期的に訪問され、サポートされている。

入院前は歩行も自立であったが、現在は寝たきり状
態である。退院時に排尿困難となりバルーン装着。
（ヘルパーでの尿破棄実施）
2021/2より徐々に食欲低下みられ、点滴治療開始
されている。内服薬は中止となるが、ご本人様意欲
あり輸血治療を自宅で行いながら、現在療養中であ
る。

看護連携 看護助言

・バイタルチェック
・全身状態の観察・相談
・モニタリング・ヘルパーへの援助の助言など。
・2020/1/26まで週1回の入浴介助を看護・ヘルパーにて対応

※2021/2/9～医療保険にて毎日朝・夕の訪問となっている。

・白血病は症状の進行が速く急に症状が出現することが多い
ので
発熱や咳・息切れ・胸痛、他には内出血など気になることが
あれば看護に報告を行う。

・感染予防を徹底する。（必ずマスク着用、消毒等）

ご利用者様は元循環器内科のお医者様であり、プライドはとても高いが穏やかな性格の方である。長年独居生活であり、定期的に他区在住の娘様が訪問し身の回りの世話を担ってくれてい
た。2019年頃、急性骨髄性白血病患い入院。退院後も独居での生活だが、毎日体調が不安定であり闘病前のように全てご自身で行うのはご本人・ご家族様も不安があることから2020/1
より定期巡回でのサービスを開始することとなる。当初のケア内容は安否確認・入浴介助・服薬介助（確認）・その他の援助（排泄介助、更衣介助等）はご本人様のその日の体調をみなが
ら必要時に行うこととしていた。サービス開始後は殆どご自身で出来ており、安否確認・服薬確認・入浴介助のみ継続して行っていた。
だが、昨年夏～秋頃より徐々に体調変化あり、今年1月に入り状態急変。10日程の入院であったが急激なADL低下みられ、サービス内容の変更行う。（ほぼ寝たきり状態となった為）
現在はサービス当初より訪問回数も増回、看護・医療と連携をとりながら、現在サービス継続中である。

既往歴 生活状況 独居 身体状況

3 生活自立度 A2 ：（ 認知症自立度 Ⅰ

事業所名： SOMPOケア中村橋

）
事例①

独居で確認のみのご利用（服薬・安否）だったが、ADL低下の為ケア内容変更したケース

90 歳 要介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護ケース紹介



今後の課題 急な状態変化があり得る為、緊急時の対応を今一度事業所内で共有しておく必要がある。

導入後の効果

毎日複数回訪問することで状態変化にいち早く気づくことができ、緊急コールも導入している為
万が一のことがあっても迅速な対応が行えている。
また、看護・医療とも連携を図りながら対応できており、それがご本人・ご家族様の安心感に繋がって
いる。

本人・家族の様子 導入時 導入後

サービス当初はコミュニケーションをとりながら必要な援助を行えてい
た。あまり口数は多いタイプでは無いが、何気ない会話が出来たりと、
誰かが訪問してくれる安心感はあった様子。
娘様はとても介護に協力的で、自分がやれることがあればサポートしま
すと仰られていた。

自分のことは殆どご自身でされており、安否確認がメインの援助内容となっていた。徐々
に体調面での変化あり、今まで出来ていたことが出来なくなっていくストレスや苛立ち、
強い薬の副作用などからヘルパーに対する態度が段々きつくなってくる。ヘルパー訪問に
対し拒否あるも、娘様はやはり急変時が心配な為訪問は今後も続けてもらいたいとのこ
と。現在は寝たきり状態でありいつ急変してもおかしくな状況が続いているが、頭はクリ
アである為意志表示ははっきりされており、そのような状態でも援助拒否等が聞かれてい
る。

支援経過 R3 年 2 月現在

【R2年1～2月】
退院後のR2/1/10より定期巡回でのサービス開始。当初はヘルパー訪問に抵抗は無い様子であり、援助拒否もみられず。
体調面も落ち着いており、順調にサービズ行えていた。

【R2年3～6月】
3月より連日抗癌剤の注射の為外来受診開始となる。この件で看護より、今後副作用で倦怠感が強く出る可能性あり、思うように身体が動か
せない事にストレスを感じ周りにきつく当たられることも考えられるとの指摘あり。又、今後は急な体調変化あり得る為何か些細な変化あ
れば看護に連絡をくださいと指示を仰ぐ。この件は職員で共有行う。（この時期は特変無く経過）

【R2年7～9月】
夏頃より徐々に体調変化あり。9月に入り血便もみられ、体調が良くない日が続く。自分で思うようにならない苛立ちからか、この時期より
ヘルパーに対するあたりがきつくなってきていた。訪問すると度々「もう来ないでくれ」との発言あり、援助拒否が目立つようになる。
CM・娘様には逐一状況報告するも、やはり独居であることから安否確認さえ行えれば良いのでケアは継続してほしいとの話あり。ご本人様
にも娘様・CMから再度伝えてもらい、渋々納得される。娘様より、「血液検査の結果も良くなく9月より輸血治療も開始している。医師か
らももって今年いっぱいかもしれないと言われている」とお話あり。今後については看取りの方向でプランを進めていく予定とのこと。こ
の件は事業所で共有し、今後のご本人様のケアについてカンファレンス行う。（緊急時の対応等）

【R2年10～12月】
入浴介助について、今後医療保険に切り替えるため入浴は看護対応になるとのこと。（9月頃より体調不安定な日続き、一度も行えていな
かった）
入浴は転倒時などのリスクを考えて人手が多い方が安心な為ヘルパーもサポートで入ってほしいとCMより依頼あり、11月より看護との入
浴介助開始となる。バイタル安定時は問題なく入浴実施、ご本人様からも嬉しそうな様子伺えていた。12月、排便が出ないことでお腹の不
調を訴えられるようになる。何度か緊急コールあり、毎回「敵便をしてほしいので来てほしい」との訴えである。（看護に繋ぎ、対応して
もらっていた）

【R3年1月】
1月、状態急変あり緊急入院。（1/12～1/22の期間）退院後は急激なADL低下あり、寝たきり状態となる。
サービス内容も見直し行い（訪問回数は変更なし）在宅での生活再開となる。

【R3年２月現在】
体調不安定であり、38℃台の熱発繰り返している。2/9より医療にて看護の訪問回数増回（ヘルパー訪問も夜間・昼追加）
最近は不安感からか、緊急コールを鳴らされる回数も増えている。現在ターミナルであり、いつどうなってもおかしくない状態にある。

事業所名： SOMPOケア中村橋

事例



年齢 利用 利用 当月利用 居宅介護支援 訪問看護

(才) (障害) (認知) 日中帯 夜間帯 1 2 3 1 2 開始日 終了日 延日数 事業所名 事業所名

1 O・M様 男 74 5 C2 Ⅳ 独居 10分 5分 脳出血 前立腺肥大
廃用性症候

群
排泄・食事・服薬の支援 オムツ交換 食事の提供・見守り R1.8.24 継続 28日

けんしん石神井
公園居宅支援

市原CM あり
SOMPOケア中村
橋訪問看護

2 N・K様 女 93 5 C1 Ⅲa 家族同居 10分 5分
アルツハイ

マー型認知症 高血圧
脳梗塞後
遺症

家族の介護負担軽減 オムツ交換 保清 R2.3.23 継続 28日 SOMPOケア中村橋 本多CM なし アセスメント

3 N・M様 男 90 5 C2 Ⅲb 家族同居 15分 10分
アルツハイ

マー型認知症
脊柱管狭窄

症
変形性腰
椎症

家族の介護負担軽減 オムツ交換 食事の提供・見守り R2.4.5 継続 28日 居宅介護支援ねります 高野CM なし アセスメント

4 Y・S様 男 90 4 A2 Ⅰ 独居 3分 3分 白血病 在宅生活の継続 排泄介助 食事の提供 R2.1.10 継続 28日 SOMPOケア中村橋 斎藤CM あり
訪問看護STわ
かば

5 N・Y様 女 80 5 C2 自立 家族同居 3分 3分
進源性脳梗

塞
家族の介護負担軽減 排泄介助 R1.5.18 継続 28日 SOMPOケア中村橋 中城CM なし アセスメント

6 N・S様 男 90 3 A1 Ⅱb 独居 20分 15分
アルツハイ

マー型認知症
閉塞性動脈
硬化症

狭心症 在宅生活の継続 排泄介助 食事の提供 R2.2.10 継続 28日 NPO・ACT練馬 小宮CM 無し アセスメント

7 M・T様 女 84 4 C1 自立 高齢者世帯 20分 15分
多発性骨髄

腫
在宅生活の継続 排泄介助 保清 R2.12.24 入院中 0日 富士見台居宅 本田CM あり

大地訪問看護
ステーション

8 M・M様 女 74 4 C2 Ⅲｂ 高齢者世帯 15分 10分 脳梗塞
左外頸動脈有意
狭窄高血圧症 在宅生活の継続 排泄介助 R2.12.23 継続 25日 ソラスト練馬 鹿嶋CM あり

SOMPOケア中村
橋訪問看護

9 K・T様 女 68 5 C1 自立 独居 15分 10分
漸新世ALアミロ

イドーシス 在宅生活の継続 排泄介助 生活援助 R3.1.20 R3.2.28 28日 SOMPOケア中村橋 中城CM あり
アール訪問看護ステー
ション

10 F・Y様 女 78 3 A2 Ⅱｂ 独居 5分 5分 大腸捻転症
神経因性膀胱
右鎖骨骨折 せん妄 在宅生活の継続 一般的な調理配下膳 生活援助 R2.10.1 継続 28日 SOMPOケア中村橋 中城CM あり

SOMPOケア中村
橋訪問看護

11 I・T様 男 88 3 B2 自立 高齢者世帯 15分 10分 神経陰性膀胱
パーキンソン病

疑い 在宅生活の継続 排泄介助 R2.10.1 継続 28日 SOMPOケア中村橋 足立CM あり
SOMPOケア中村
橋訪問看護

12 A・K様 女 80 4 BⅡ Ⅱa 高齢者世帯 10分 5分 急性硬膜下血種 症候性てんかん
高血圧・糖

尿病
排泄・食事・服薬の支援 食事の提供・見守り 排泄・服薬 R1.5.29 R2.12.18 31日 NPO・ACT練馬 高木CM あり

SOMPOケア中村
橋訪問看護

施設入所

13 A・H様 女 75 4 AⅠ Ⅱa 購入 10分 5分 統合失調 骨粗しょう症
腰椎圧迫骨

折
食事・服薬の支援 オムツ交換 食事の提供・見守り H30.1.31 R2.12.18 31日 NPO・ACT練馬 高木CM あり

SOMPOケア中村
橋訪問看護

施設入所

14 K・K様 男 89 3 A2 Ⅱｂ 高齢者世帯 15分 10分
アルツハイマー

型認知症 家族の介護負担軽減 オムツ交換 保清 H31.3.6 R2.8.31 31日 SOMPOケア中村橋 中村CM なし アセスメント 施設入所

15 F・A様 男 74 2 A1 Ⅰ 独居 15分 10分 糖尿病 在宅生活の継続 食事の提供 排泄 R2.3.5 R2.10.18 31日 練馬第一診療所 宇多川CM なし アセスメント 訪問介護へ移行

16

17

83 4 12分 8分 排泄介助

当月利用者実績(人)

看護利用 備考

日常生活自立度

ＣＭ名世帯形態No. 氏名 性別 要介護度

平均

導入目的

定期巡回の主なサービス

SOMPOケア中村橋 　利用者基本情報

移動時間

11

当月利用者案件(人)

0 10

来月利用者見込数(人)


















