
事例１

市内在住　　80歳　　男性　　独居　　介護度１

既往歴　　　　：　脊柱管狭窄症　　両膝変形性関節症

本人の状態　：　腰が痛く、膝もあまり曲げれなくて、トイレがしんどい。

　　　お風呂も転けそうで怖い。

本人の目標　：　近所の友達の家に遊びに行きたい。

月 火 水 木 金 土 日

通所リハビリ 介護保険１割の場合　　　約7000円/月額
週２回

住宅改修 　　
和式トイレから洋式トイレに変更
約20000円／回　

※工事内容によって費用は異なります。

週単位以外
のサービス

通所リハビリ 通所リハビリ

通所リハビリで、リハビリや入浴も

できて、知り合いにも再会して楽しい。

トイレも楽に行けるようになった。

友達の所にも行く余裕ができた。

http://1.bp.blogspot.com/-Tejc6nteGQs/VZ-Qj0qfaZI/AAAAAAAAvNg/4ipFCwClA_c/s800/ojisan1_laugh.png
http://www.irasutoya.com/2014/08/blog-post_48.html
http://www.irasutoya.com/2015/06/blog-post_922.html


事例２

市内在住　　80歳　　男性　　妻と二人暮らし　　介護度５

既往歴　　　　：　脳梗塞後遺症　失語症　左片麻痺

本人の状態　：　寝たきり。家族(妻）に介護負担がある。

本人の目標　：　楽に風呂に入りたい。妻に迷惑をかけたくない。

月 火 水 木 金 土 日

訪問介護 ショートステイ

身体介護　　　　　週6回 4日/月

　　　　１回　　　30分程度

　　
訪問看護 福祉用具レンタル

週1回　　30分程度 電動ベット、床ズレ予防マット
車椅子、リフト

介護保険１割負担の場合　　　約29000円/月額

訪問介護

訪問介護

週単位以外
のサービス 電動ベット、床ズレ予防マット、車椅子レンタル、リフト

ショートステイ
訪問看護 訪問介護 訪問介護

訪問介護 訪問介護

訪問介護 訪問介護

楽にお風呂に入れて嬉しい。

嫁も負担が減って顔色が良くなった。

※ショートステイ 4日利用/週

http://4.bp.blogspot.com/-X2PuDm-47jM/VZ-TjkamcgI/AAAAAAAAvRo/0ysATpg0K34/s800/ojiisan01_laugh.png


事例３

市内在住　　82歳　　男性　　独居　　介護度１

既往歴　　　　：　うつ病　高血圧症

本人の状態　：　惣菜ばかりで栄養の偏りもあり、通院以外はひきこもりがちに

　　　なっている。風呂にもほとんど入れていない。

本人の目標　：　元気になって碁をしたいなぁ。

月 火 水 木 金 土 日

訪問介護 宅食サービス

生活介護　　　　　週１回 一食　400～500円程度

　　　　１回　　　４５分程度

　　
通所介護

週２回　　
介護保険１割負担の場合　　　　約8000円/月額

週単位以外
のサービス

宅食サービス 宅食サービス

訪問介護

宅食サービス 通所介護 通所介護宅食サービス

デイでお風呂も入れて友達もできた。

休んでた碁会所にも行くようになった。

ヘルパーさんには薬のセットも

してもらって助かってるぞ。

http://3.bp.blogspot.com/-MTlJ4Mhs9s0/VZ-TlIYCMeI/AAAAAAAAvR0/DlhTnrm2i8I/s800/ojiisan03_smile.png
http://www.irasutoya.com/2013/11/blog-post_6839.html


事例４

市内在住　　86歳　　女性　　夫と二人ぐらし　　介護度２

既往歴　　　　：　アルツハイマー型認知症　脳梗塞

本人の状態　：　片付けができず、部屋が汚くなっている。

　　物をたびたびなくして不安定になっている。夫に対して攻撃的になっている。

本人の目標　：　片付けをして食事がしたい。落ち着いて生活したい。

月 火 水 木 金 土 日

訪問介護

生活介護　　　　　週２回

　　　　１回　　　４５分程度

　　

週３回　　
介護保険１割負担の場合　　　約13000円/月額

週単位以外
のサービス

認知症対応型
デイサービス

認知症型デイサービス

認知症対応型
デイサービス

認知症対応型
デイサービス

訪問介護 訪問介護

ヘルパーさんと一緒に片付けしてもらって

気持ちよく過ごしています。

掃除もするようになった。

デイも友達ができて楽しい。

ケアマネさんにも病院紹介してもらって

行くようになりました。

http://1.bp.blogspot.com/-RRiROCQ5pek/VZ-PIKH1pCI/AAAAAAAAvCM/sBU0nami_yE/s800/obaasan03_smile.png
http://www.irasutoya.com/2012/10/blog-post_8116.html




事例５

市内在住　　78歳　　女性　長女夫婦と3人ぐらし　　要支援２

既往歴　　　　：　腰椎圧迫骨折

本人の状態　：　家には段差や持つところもなくて転んでしまう。

　　　腰も痛くてしんどい。

本人の目標　：　近所の友達と会食へ行きたい。

月 火 水 木 金 土 日

住宅改修（手すり、踏み台の設置）、歩行器レンタル

通所介護 住宅改修

週２回　　 手すり、踏み台の設置
住宅改修費 4500円/回

　　
福祉用具レンタル

歩行器 介護保険１割負担の場合　　　　約5000円/月額

通所介護

週単位以外
のサービス

通所介護

家に手すりをつけてもらって、玄関のあがり口も

楽にあがれるようになった。

デイに行ってリハビリをするようになって

腰の痛みも楽になったわ。

今度、歩行器を使い外出して友達と

食事に行くつもりよ。

http://4.bp.blogspot.com/-QVXvJ3pEE4w/UWvSwOEwShI/AAAAAAAAQck/ns9v8JvdOlU/s1600/obasan1.png
http://www.irasutoya.com/2015/04/blog-post_70.html


事例６

市内在住　　85歳　　女性　　長男と同居　　介護度４

既往歴　　　　：　高血圧症　パーキンソン病

本人の状態　：　一人でお風呂に入れなくなった。ゆっくり家で浴槽へ入りたいわ。

本人の目標　：　負担なことを手伝ってもらい元気でいたい。
　　　春には桜を見に行きたい。

月 火 水 木 金 土 日

電動ベット、付属品レンタル、車椅子レンタル

訪問介護 福祉用具レンタル

身体介護　　　　　週6回
　　　　１回　　　30分程度 　2モータ電動ベット、マットレス、手すり、車椅子

　　

訪問入浴 介護保険１割負担の場合　　　約24000円/月額

週３回　　45～50分程度

週単位以外
のサービス

訪問介護訪問介護訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護

訪問入浴 訪問入浴 訪問入浴

好きなお風呂に楽に入れて嬉しい。

気持ちよく過ごせるわ。ヘルパーさんに

朝来てもらうので負担も減ったし、

頑張って春には桜を見にいきたい。

http://2.bp.blogspot.com/-Bp8DQeoDZPI/Uab32GtmxOI/AAAAAAAAUWc/4GErKi0MIWU/s800/ofuro.png
http://1.bp.blogspot.com/-RRiROCQ5pek/VZ-PIKH1pCI/AAAAAAAAvCM/sBU0nami_yE/s800/obaasan03_smile.png


事例７

市内在住　　87歳　　男性　　妻と二人暮らし　　介護度5

既往歴　　　　：　脳梗塞後遺症　糖尿病　床ズレ

本人の状態　：　動けなくなった。どうしよう。傷が痛い。

本人の目標　：　妻と二人で在宅生活を続けたい。

月 火 水 木 金 土 日

電動ベット、床ズレ予防マット、車椅子レンタル

訪問介護 通所リハビリ

身体介護　　　　　毎日 週1回程度
　　　　１回　　　30分程度

　　 福祉用具レンタル

訪問看護 3モータ電動ベット、床ズレ予防マットレス
週2回　　1時間程度 車椅子

訪問診療　　月1回　　（医療保険）
訪問リハビリ 　

週1回　　40分程度 介護保険１割負担の場合　　　約36000円/月額

訪問介護

訪問介護

訪問介護

訪問看護 訪問看護
訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護

訪問介護

通所リハビリ

訪問リハビリ

訪問介護 訪問介護

訪問介護 訪問介護

週単位以外
のサービス

訪問介護訪問介護 訪問介護訪問介護 訪問介護

床ズレの傷もよくなってきたので嬉しい。

先生や看護師さんが家に来てくれて安心。

訪問診療

http://3.bp.blogspot.com/-MTlJ4Mhs9s0/VZ-TlIYCMeI/AAAAAAAAvR0/DlhTnrm2i8I/s800/ojiisan03_smile.png
http://3.bp.blogspot.com/-SLwmT8CL75Y/VMItx0UJY_I/AAAAAAAAqyI/CVHDVvpy8DE/s800/kaigo_bed.png
http://3.bp.blogspot.com/-DJMlNLIID5A/VkcaeTEG8oI/AAAAAAAA0cQ/5OUgAMdLP78/s800/houmon_shinryou2.png


事例８

市内在住　　78歳　　女性　　独居　　要支援2

既往歴　　　　：　脳梗塞　狭心症　メニエール病

本人の状態　：　右手の痺れと眩暈で掃除が負担。家が汚いので、手伝ってほしい。

本人の目標　：　趣味の生け花や毎日の洗濯を頑張りたい。

月 火 水 木 金 土 日

訪問介護

生活援助　　　　　週２回 介護保険１割負担の場合　　　約3000円/月額
　　　　１回　　　４５分程度

　　

週単位以外
のサービス

訪問介護 訪問介護

ヘルパーさんに手伝ってもらって助かる。

部屋も整理できて助かるわぁ。

http://3.bp.blogspot.com/-a_fAruZpME8/UOKDpte1gnI/AAAAAAAAKPE/xPpaXZxwAoI/s1600/souji_yukasouji.png
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