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ＢＰＳＤをどう表現するべきが？
家族が納得・安Ｊ匪きる

適切な支援経過記録の書き方
2000年に介護保険制度が施行される前は，措置制度が施されており，どのサービス

を利用するかはすべて行政の手に委ねられていました。しかし2000年以降，すべての

サービス利用は契約形式となり，利用者・家族の権利意識が芽生えはじめました。特に

ここ5，6年の間は，利用者・家族による訴訟が増加しており，リスクマネジメントが

必要不可欠なものとなっています。それに伴い，支援経過記録（以下，記録）を開示す

るケースが増えてきました。

記録は，ケアマネジャーをはじめとする各専門職が同一様式で書きますが，主に介護

職がケアプランに沿ってサービスを提供した事実を書きます。ケアマネジャーには，記

録を書くことと共に，言己録内容の確認をしたり，書き方の指導をしたりすることが求め

られます。

そこで本稿では，特に認知症の周辺症状（ＢＰＳＤ）を記録において適切な表現で記載

する方法について解説していきたいと思います。ケアマネジャーは，実際に記録・指導

する際に役立ててください。

ＢＰＳＤを適切に表現する意義とは何でしょうか？　それは一言で言うと，利用者・家

族に「私たちはこういうサービスを利用者の方に提供しています」ということを分かっ

ていただくことです。また，第三者に「こういうサービスを行っている」ということを

周知させるという意味もあります。

次に，記録の役割を4つ示します。これらは，ＢＰＳＤを適切に表現する意義としても

当てはまります。

磯生活者の生活の証と提供者の支援の証を残す
「私たちはこういうサービスを提供している」ということを証明する唯一の材料にな

るということです。つまり，記録がなければ，いくらケアをしていてもサービスを提供

していないということと同じなのです。
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磯利用者の状態や
心理面・生活環境の把握

これらは，ケアをしていく上でとても重要な

ことです。極端な例を言うと，利用者の日々の

様子を記録し，状態に合ったケアを提供するこ

とにより，当初食事介助を行わないと食べられ

なかった人が数カ月後にはＱＯＬが向上し，自

力で食べられるようになるといった改善の方向

性を示してくれるのです。

磯万が一の時愴護事故上から
自分を守る

記録はリスクマネジメントの観点から非常に

大切になります。繰り返しになりますが，ここ

5，6年は訴訟に持ち込まれるケースが増えてき

ました。最悪，訴訟に持ち込まれた場合，問わ

れるのは記録の内容なのです。この記録内容の

いかんで事業所の運命が決まると言っても過言

ではありません。

儲利用者の家族にサ1ビス提供内容を

分かっていただく

利用者の家族は，利用者がこの施設に入所し

て（サービスを利用して）どのようなサービス

を受けているのか，スタッフはどのように接し

てくれているかを知りたいというのが本音では

ないでしょうか。それを正しく伝えるために

は，詳細な記録はもちろんのこと「適切な表現

が大切になってくるのです。

ＢＰＳＤの説明を聞く

己録を見る家族の思い

個人情報の保護に関する法律第25条により，

すべての記録は利用者や家族から開示請求があっ

た場合，これに応じなければならないと定めら

れています。つまり，記録はいつでも開示でき

るように準備しておかなければならないのです。

利用者の家族が記録を見る際に考えるのは，

次の2点ではないでしょうか。

・施設のスタッフに大切にされているだろう

か，ぞんざいに扱われていないだろうか。

・施設のスタッフに迷惑をかけていないだろ

うカ、。

利用者の家族に記録を開示するケースは，何

かしら施設や事業所に疑いの目が向けられてい

る場合がほとんどです。この時，記録に「排桐」

「暴力」「介護抵抗」というスタッフの主観的な

言葉があったら，家族はどのような気持ちにな

るでしょうか。「やっぱり，ぞんざいな扱いを

受けているんだ。そんなに迷惑なのか」「うち

の家族を上から目線で見ている。そんなにあな

たたちは偉いの？」「家族の人格を否定されて

いるようだ」という怒りの感情がわくのではな

いでしょうか。もしそうではないとしても，事

業所のことが信用できなくなり利用者の家族と

事業所の信頼関係を維持するのが困難になって

くるのです。
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ＢＰＳＤが現れる理由として，次の2点が挙げ

られます。

癖人生で残してきた課題を
解決しようとしている

課題とは，エリク・エリクソンが唱えた人生

の発達段階において解決しなければならないこ

とです（資料1）。発達段階で課題が解決されな

い場合，どういったＢＰＳＤが現れるのでしょうか。

例として「幼児期の場合で考えてみましょう。
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ｌ
エリクソンの生涯発達理論と見当識障害の関係

14

甥
※摺

－－ ｔｔ° 射．純増思莞漸酢園田棚旺電離固持〃整洋魂諒・　　ご・コご、Ｌ・ＪｙＪＪＭ．Ｍ．くごン．．

妻 基本的な信頼ＶＳ基本的な不信 基本的な不信
・非難，絶望的．無力，無益

・新しいことをすべて恐れ，感情を飲み込む

豪
ノ

自律性ＶＳ恥．疑い 恥，疑い
・よい子のようにＮＯと言わない　 ・リスクを恐れる

・自己不信 ・コン トロールを失うことを恐れる

主導権ＶＳ罪悪感 罪悪感
・新しいことに挑戦しない ・憂鬱．罪悪感

・いつも泣いて苦しんでいる
垂 勤勉性ＶＳ劣等感 劣等感 ・「私はだめな人間だ」と思ってしまう　 ・憂鬱になる

アイデンティティ （同一性）ＶＳ アイデンティ ・男の人がベッドの下にいると言う
アイデンティティの混乱 ティの混乱 ・他人の名前を名乗る

親密ＶＳ孤立 孤立 ・自分の殻に閉じこも星　 人を遠ざける ・依存する

生殖性 （生み出す）ＶＳ沈滞 （停滞） 沈滞 （停滞）
・年を取ること′　古い考え方，社会的立場に執着する

・年を取ることで失うものを否定する

成熟 （統合）ＶＳ絶望．嫌悪 絶望，嫌悪
・憂鬱．周りの世界に対する嫌悪

・失敗を人のせいにする
・「私はだめな人間だ」と言う

介護労働安定センタ】：「バリデ‘ション」研修資料より引用，一部加筆

巴　 ライフリスク論から見たＢＰＳＤ　　　　　　　　　　　 てＳＯＳを出す ようになるのです。その行動 が，

未解決の課題　　　　 問題行動 （ＢＰＳＤ）　　　　 私たち専門職 にはＢＰＳＤとして映るわけです。

また，エ リク ・エ リクソンのライフ リスク論

を使 うと図のようなとらえ方 もできます。

芸呈語 漂 雷雲　 人形を猷 たとえ．常　 靡 欲 求 を 柑 こ伝 え よ う と して い る

‡豊 富 説 法吉去　 芸覧 言字書妄人形に　　 1 つまたは複数の基本 的欲求 を満たそうとす

ける孤独）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 る行 動がＢＰＳＤとして現れ ることがあ ります。

ここで言 う基本的欲求 とは，マズローの唱えた

この段階で課題 を解決できないと，自律性 が得　　 欲求段階説で示 されたものを指 します。

られません。自律性が得 られ なかった場合，今　　　　　　　　　　　 ＊　 ＊　 ＊

までの出来事 に固着 し，自分 の持 っているもの　　　 ＢＰＳＤの意味 しているところが，すべ てこの

にしがみつき，常に未経験の出来事 を恐 れるよ　　　 2 点 に絞れるとは言い切れません。例外 もたく

うになります。そして，何 とかこの状態か ら抜け　　　 さんあ ります。 しか し，現場 のスタ ッフがこの

出そうと本人なりに解決策を探 るのです。　　　　　 ことを知 ってお くだけでも，かなりケアが楽 に

介護現場で認知症 の人が入浴 を拒否する光景　　　 なるのではないで しょうか。

をよ く

られな

目にする と思います。これを白

か ったという視点か ら考 えると，

律性が得

見当識

障害から ‘‘お風 呂’’を忘れて しまうことで未知　　　　 ここまでに述べたことを踏 まえて，記録にお

の もの と思 って しまい， 「入 りた くない」 と言　　 いてどのようなことに気をつ けた らよいか，例

う，スタッフをひっか くなど，何 とかその未知　　　 を挙 げて解説 していきたい と思 います。ＢＰＳＤ

の恐れから抜 け出そうと本人な りに解決 を求 め　　　 の表現で気 をつけなければな らないのが，先述
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した主観的な表現をしてはならないということ

です。利用者の言動や人格を否定するような表

現は，絶対に避けなければなりません。

それでは，記録でよくある事例について，悪

い記載例とよい記載例を見ていきましょう。

車排梱
り【悪い記載例】

・○○さんが施設内を排掴している。

この場合，よい記載にするには，スタッフと利

用者との会話，やり取り，利用者から発せられた

言葉をそのまま記載するようにしてください。

回【よい記載例】

・○○さんが施設内を歩いているので「どうか

されましたか」とお聞きしたところ，「もう少

ししたら．娘が帰ってくるので帰らないと」

と言っておられた。

惚妄想
臼【悪い記載例】

・部屋に戻ると物盗られ妄想が出はじめたようだ

この場合も，スタッフとのやり取りを記載す

るようにします。

回【よい記載例】

・部屋に戻ると「結婚指輪が盗まれた白と言っ

ておられたので一緒に探すことにした。実際に

はかばんの中にあったので．「出てきましたよ」

と言うとホツとされていた。今後，結婚指輪が

○○さんにとってどんな物なのかをお聞きする

などして，今まで過ごしてきた生活歴を考慮し

た上でスタッフ同士で話し合う機会をつくる。

三一暴言
臼【悪い記載例】

・食事中，スタッフ○○に向かって暴言を吐き

はじめた。

・お風呂に誘導しようとしたら暴力を振るわれた

どちらも利用者から発せられた言葉をそのま

ま記載するようにしましょう。

回【よい記載例】

・食事中．「バカヤロー．こんなまずいものが

食えるか！」と言われた。

・お風呂に誘導しようとして腕を軽くつかんだ

ら．「今は入りたくない」と言って押し返さ

れた。

儲興奮
ロ【悪い記載例】

・居室に行くと○○さんが興奮しているようだ。

利用者とスタッフとの会話の様子を記録する

ようにします。

回【よい記載例】

・「早く誰か来て－」と○○さんが言うので急

いでスタッフ△△が居室に駆けつける。「どう

されましたか？」とお聞きすると′「そこに男

の人がいるの。私怖くって…どうしたらいい

か分からないから，しばらくここに1緒にい

て」とおっしゃるので．「大丈夫ですよ。私が

いますから安心してくださいね」と伝えた。

儲帰宅願望
臼【悪い記載例】

・決まってこの時問になると帰宅願望が出るよ

うだ。

本人から発せられた言葉と，スタッフとのや

り取りを記載するようにします。

回【よい記載例】

・「家に帰る」とおっしゃるので「家に誰かお

られるのですか」とお聞きすると，「娘が帰っ

てくるから。私が帰って夕食を作ってやらな

いと」と言われる。
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儲入射巨否
Ｑ【悪い記載例】

・入浴拒否が見られる。

入浴介助に入るまでの利用者とスタッフとの会

話，また利用者の様子を記載するようにします。

回【よい記載例】

・「お風呂がわきましたよ」と浴室にお連れＬＪ

身体を洗うのを手伝おうとすると′　突然，「入

浴は嫌だ」と言われた。「どうされましたか」

と聞くと′「いつもの△△さんがしてくれるの

に．今日はどうしてあんたなの？　いつもの

△△さんにしてちょうだい」とおっしゃる。

事情を話すと納得した様子が見られた。

惚暴力
ロ【悪い記載例】

・日中，利用者の○○さんと△△さんの問でい

ざこざが起こり，○○さんが△△さんに暴力

を振るいそうになっていた。

2人のやり取りの様子，2人から発せられた

言葉を記載するようにします。

回【よい記載例】

・日中デイルームで過ごしている際．何やら利

用者同士で争うような声が聞こえたので駆け

寄ってみると′　○○さんが「いつもボケてる

お前なんかには渡すもんが．おとなしく部屋

に戻っとけ！」と言い．△△さんの胸ぐらを

つかんでいた。スタッフの××が「どうされ

ましたか」と聞いたところ…。

＊　　＊　　＊

いかがでしたでしょうか。介護現場でありそ

うな記録から，よい記載例と悪い記載例を挙げ

てみました。

このように，ＢＰＳＤを記録に表現するには，
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利用者本人から発せられた言葉，そしてスタッ

フとのやり取りを記載すればよいのです。そう

することで，記録の開示の際，利用者の家族が

見ても事実を把握できますし，スタッフとのや

り取りで気遣いのある会話が書かれていたら，

「大切に扱われているんだ」と思われ，今後の

信頼関係が良好なものになるのです。

先述のとおり，ＢＰＳＤというのは，利用者が

思っていることや，こうしてほしいということ

を満たすための，本人なりの訴えです。そのこ

とを認識できれば，おのずと記録の書き方も変

わるのではないでしょうか。そう認識すること

で，「介護拒否」とか「暴言」といったいわゆ

る‘‘上から目線’’な言葉がなくなってくるよう

な気がします。

記録を書く上で，もう一つ注意すべきことが

あります。私たちに映るＢＰＳＤには当事者なり

の思いが秘められていますので，その行動に

至った原因が私たちにも分かるようにしていこ

うという姿勢（今後の対応）を最後に記載する

ことを忘れてはいけません。

例えば，次のような記載です。

利用開始からまだ日が浅い○○さんが，朝か

ら施設内を行き来しているため，理由を聞いて

みると．「家に帰りたい」と言っていた。しか

し．○○さんが朝食の準備に関心を示しその場

を離れ．訴えを中断したため，特段の対応はし

なかった。

今回の出来事についてカンファレンスを開催

し．○○さんに対し．〟異変「（不安げに歩き回



ケアプランの目標と支援経過記録の関係

すべての支援経過記録は．ケアマネジャーから提出されたケアプランの目標に沿った記録をしなければならない

長期目標
施設内を転倒することなく確実に一人で
歩行することができる

短期目標
歩行訓練を繰り返し．1日3分は手すり
につかまリながら歩くことができる

長期目標
楽しみを持って生活できるようにする

短期目標

・レクリ工1シヨンに参加し，楽しみを
見つけられるようにする

・ほかの利用者と雑談できるようにする

書くべき情報

①利用者の日常生活の歩行の様子はどうであったか
（彰歩行訓練時の様子や効果はどうであったか
Ｇ）スタッフが歩行介助したのはどのような状況の時で．どのよ

うな介助をし．その時の利用者の反応（表情．言動）はどうで
あったか

④スタッフがどのような声かけをし．どのような会話を交わしたか
⑤スタッフが気づいたこと

書くべき情報
①利用者の日常生活の様子はどうであるか
（∋どのようなレクリエーションに興味を持っているのか
（ラレクリエーション参加時．利用者とスタッフはどのような会話

を交わしたか
④ほかの生活場面で利用者が楽しみを持っていることは何か

⑤スタッフが気づいたこと

る′「家に帰りたい」と訴えるなど）がなぜ決

まった時間に起こるのか．今までの生活歴を含

めて検討し観察していき．そうなるに至った○

○さんの心理状態を知る必要がある。

この例では，家に帰りたいと訴えている○○

さんに対して，対応策としてカンファレンスを

開催して心理状態を探っていくということが書

かれています。このように，ＢＰＳＤに対して今

後の方向性を記載するのです。

最後に，実地指導対策として記録において注

意すべき点をまとめておきたいと思います。

ケアプランに記載された内容に

基づいて記録を行う（資料2）

ケアプランに記載されている目標とかけ離れ

ていないかを確認することが重要です。例え
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ば，ケアプランの目標にレクリエーションの参

加について書かれていたとします。この場合，

次のようなことを記録として記載します。

・利用者の日常生活の様子はどうであるか

・どのようなレクリエーションに興味を持って

いるのか

・レクリエーション参加時，利用者とスタッフ

はどのような会話を交わしたか

実際の実地指導では，ケアプランの内容と記録

内容に矛盾点がないか，ここを重点的に調べられ

ます。くれぐれも注意してください。

儲記載漏れ
記録では，記録本文を記載することに集中し

た結果，月日，時刻，サイン（記録者氏名）な

どを忘れがちです。これらの基本事項について

は，利用者の様子を記載する前に必ず入れてお

きましょう。案外，この箇所を指摘されること

が多いものです。
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磯修正方法
これは，当然と言えば当然ですが，修正テー

プや修正液で修正することはもってのほかで

す。記録は公文書と言っても過言ではありませ

ん。もし，このような方法で修正していること

が指導で見つかったら…何か怪しいことがある

のかと疑われても仕方ありません。

磯事実を書く
記録でよく見かけるのが，「○○と思われる」

とか「△△のようだ」という推測の記載です

（資料3）。根拠もなくこのように一方的に推測

で決めつけるのはよくありません。もし，推測

のような記載をするなら「実際に××であっ

た。それから推測して○○と思われる」と，推

測に至った根拠を示すことが重要です。

至 日記のような内容にしない

私も新人のころ記録の仕方が分からず，記録

が日記帳のようになってしまった経験がありま

す。ただ単に「今日は体調がすぐれない様子で，

いつも日課とされている○○をされなかった」

と書くだけでは，事実のみしか記載されていな

い日記帳です。これでは，専門職が書いたもの

とは言えません。○○されなかったからどうし

たのか，誰に報告したのか，解決策は決まった

のか今後話し合って探っていくのかという，今

後につながる記録を残すことが重要です。

48　地域包括ケアを担う施設ケアマネ＆相談員Ｖｏ主7Ｎｏ．2
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本稿で述べてきたＢＰＳＤを適切に表現して記

載した記録の例を，資料4に示します。ボイン

吊よ次のとおりです。

・利用者から発せられた言葉を記載する

・主観的な言葉「暴言，介護拒否，入浴拒否」

などの記載は言語道断！

・常に′　ＢＰＳＤは利用者なりの理由があって起

こっているのだという視点から記載する

・場合によっては，今後の解決策に結びつける

記載を心がける

これから認知症の利用者は増えていきます。

また，家族の権利意識が増えてきたこともあ

り，記録を開示するケースはますます増えてき

ます。このことは，何を意味するのでしょうか。

それは，私たち専門職が身を守る必要性が高ま

るということです。

記録は，私たち専門職の身を守る唯一の証拠

です。逆に言うと，適切な記録表現をマスター

しなければ，適切なケアを提供していないとみ

なされ，訴訟に持ち込まれた場合，莫大な損害

賠償を課されることもあり得るということで

す。ケアマネジャーとしても，記録をしたりそ

の指導をしたりする際には，これを肝に銘じて

おかなければなりません。

医療の分野は，既に訴訟のオンパレードと言

われています。私の義母が入院する時，入院承



入浴介助の最中．○○さんがスタッフ××の手を引っかきはじめた。突然のことでびっくりした。今回はい

つも担当しているスタッフ△△がたまたま休みだったので．代わりにスタッフの××が介助に入っていた。

「何か気に障ることがありましたか」と聞くと．身体を指して何か訴えかけている。「今日は△△が休みなんで

すよ。だから私が担当させていただきますね」と言うと，落ち着いた様子で入浴されていた。

このような状況を踏まえ，今後は○○さんの入浴介助に入る際．いつもと違うスタッフが担当する時は．

必ず事前にその旨を○○さんに伝えることを徹底することを朝のミーティングで伝達・確認する。

喜
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2 ） 居 室 に て 【物 盗 ら れ 妄 想 】

諾書などさまざまな書類にサインさせられたの

を覚えています。担当の方はおっしゃっていま

した。「今，医療の世界では，ちょっとしたこ

とでいわゆるクレーマーと呼ばれる人たちから

訴えられるケースが多いんです。そのクレー

マーから我々の身を守るために，このように同

意書などにサインをお願いしているのです」と。

福祉の世界でも，もうすでに同様のことが起

こってきているような気がします。私たちに

とっては，記録がとても重要な意味をなすのだ

ということを常に認識して職務を遂行していた

だきたいものです。
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介護拒否への対応とリスクマネジメントを！
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