
100

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

0

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

初回記入者

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

　　一部介助

　　意思表示

　　やる気がある 　　やる気がない 　　本人がしている

生活物資の確保　　実現している 0 　　実現していない

　　全介助

現状評価得点

社
会
関
係

近隣との交流 　　実現している 0 　　実現していない 3 　　やる気がない 　　全介助

　　全介助

　　本人がしている

　　やる気がある 　　やる気がない 　　本人がしている0

　　やる気がある

5

5 　　やる気がある

生活情報の確保　　実現している 0 　　実現していない 5

　　全介助

　　全介助　　やる気がある

　　全介助

　　本人がしている　　やる気がない0

　　やる気がある

本人の役割 　　実現している 0 　　実現していない 3

家
族
関
係

家族の支援 　　実現している 0 　　実現していない 3

家族との交流 　　実現している 0 　　実現していない 　　やる気がない 　　本人がしている

　　全介助　　本人がしている

　　やる気がない 　　本人がしている

　　一部介助

　　やる気がない

　　一部介助

　　一部介助

　　本人がしている 　　全介助

　　やる気がある

　　実現していない 3 0

　　本人がしている 　　全介助

将来の見通し 　　実現している 0 　　実現していない 5

　　実現していない 5 　　やる気がない

　　やる気がない　　やる気がある

　　やる気がある

楽しみ・趣味 　　実現している

　　全介助

　　やる気がある 　　やる気がない

心
の
健
康

睡眠 　　実現している 0

　　実現していない0

　　全介助　　本人がしている

　　やる気がない 　　本人がしている3 　　やる気がある

体の清潔 　　実現している 0 　　実現していない

口腔ケア

3

　　実現している

5体を動かしている 　　実現している 0 　　実現していない

　　全介助

　　全介助　　やる気がある 　　やる気がない 　　本人がしている

　　全介助

0 　　実現していない 　　本人がしている

　　やる気がない 　　本人がしている

　　一部介助服薬 　　実現している

　　本人がしている 　　全介助

　　一部介助

　　やる気がある 　　やる気がない

5 　　やる気がある 　　やる気がない

0

　　やる気がある

5
体
の
健
康

障害・痛みの対応 　　実現している 0 　　実現していない 5

受診・治療 　　実現している 0 　　実現していない

　　本人がしている 　　全介助　　一部介助

　　やる気がない 　　本人がしている 　　全介助

　　本人がしている

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保 　　実現している 0 　　実現していない 5 　　やる気がある

　　やる気がある 　　やる気がない

住

掃除・片付け 　　実現している 0

5移動・移乗 　　実現している 0 　　実現していない

　　全介助　　実現していない 3

0

　　やる気がある 　　やる気がない

　　本人がしている 　　全介助 内容

　　やる気がない 　　本人がしている 　　全介助

　　やる気がある 　　全介助　　やる気がない 　　本人がしている

0

　　やる気がある

　　やる気がある 　　やる気がない5　　実現していない

　　実現していない 5

　　実現していない 5

　　実現している 0 　　実現していない

食

1日3食の食事 　　実現している 0

摂食動作 　　実現している 0

食事制限 　　実現している 0

衣類の整理 　　実現している

　　全介助

　　やる気がある 　　やる気がない 　　本人がしている 　　一部介助洗濯

着替えができる 　　実現している 0 　　実現していない 　　やる気がある 　　やる気がない

0 　　実現していない 　　やる気がある 　　やる気がない

記録者名月日

　　全介助

　　本人がしている

　　本人がしている

　　全介助

　　全介助

　　全介助3

1

01

3

1

下着の清潔 　　実現している 0 　　実現していない

一部介助 全介助

　　やる気がない 　　本人がしている

　　やる気がある 　　やる気がない 　　本人がしている

　　やる気がある

備考

衣

衣類の清潔 　　実現している 0 　　実現していない

生活7領域　
現状 望み・意欲・関心 本人の対応

　　不可能 　　経管栄養等の医学的配慮 　　人工肛門等の医学的配慮 　　入浴していない 　　他の言語

生活7領域から見た被災生活の状況（該当する□を塗りつぶしてください）

疾病・病名・服薬歴

実現している 実現していない 現状評価点 やる気がある やる気がない 本人がしている

　　要介助（車いす） 　　自立（口腔ケア）
　　要介助（オムツパット・
　　　　　　　リハビリパンツ交換）

　　入浴していない（要清拭） 　　理解力低下

　　要介助（移乗） 　　要介助（口腔ケア） 　　声かけ必要 　　入浴していない（要足浴）
　　言語以外のコミュニケー
　　ション方法

　　要介助（手引歩行） 　　要介助（嚥下見守り） 　　要介助（Ｐトイレでの介助） 　　要介助（洗身・洗髪） 　　意志疎通

　　ほとんど見えない

　　自立移動（車いす） 　　要介助（摂食動作） 　　要介助（トイレでの排せつ介助） 　　要介助（浴槽出入）

　　自立歩行（杖・不安定）　　要介助（食前の準備） 　　要介助（トイレまで誘導） 　　要介助（浴室内手引き）

　　やや難聴

　　自立歩行（杖・安定） 　　要介助（配膳・下膳）
　　自立（オムツ・パット・
　　　　　　　リハビリパンツ使用）

　　要介助（浴室まで誘導） 　　難聴

　　自立歩行（不安定） 　　自立（食事制限） 　　自立（Pトイレ） 　　自立（福祉用具使用）

排せつ 入浴

A
D
L
情
報

移動・移乗 食事 コミュニケーション

　　自立歩行（安定） 　　自立 　　自立（トイレ） 　　自立（福祉用具なし） 　　問題なし

男 女 所在地 自宅（　　　　　　　）・避難所（　　　　　　　）・その他 現在の生活状況（　　月　　　日現在）

生活環境・設備
　　自衛隊風呂　　　　トイレ屋外　　　　Ｐﾄｲﾚ
特記事項：

連絡先氏名 住所 電話番号

経過記録

自立支援目標

災害時における生活７領域アセスメント表 №　
介護保険情報 連携している専門職（連携内容）-今後連携が必要な専門職

　　医師（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　歯科医師（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　保健師（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　看護師（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　薬剤師（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　栄養士（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　理学療法士（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　作業療法士（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　言語聴覚士（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　社会福祉士（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　　精神保健福祉士（ 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　）
　　ケアマネジャー（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）
　　ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾜｰｶｰ（　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ）
　　介護職（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　　行政（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

個の項目は基本情報に来る

生活7領域からみる援助の
必要度

氏名（年齢） （　　　才）
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個の項目は基本情報に来る

生活7領域からみる援助の
必要度 自立支援目標

災害時における生活７領域アセスメント表　　　　　　№ 初回記入者

氏名 才 男 女 所在地 自宅（　　　　　　　）・避難所（　　　　　　　）・その他 介護保険情報 連携している専門職（連携内容）－今後連携が必要な専
門職
□医師（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□歯科医師（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□保健師（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□看護師（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□薬剤師（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□栄養士（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□理学療法士（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□作業療法士（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□言語聴覚士（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□社会福祉士（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
□精神保健福祉士（ 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　）
□ケアマネジャー（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）
□ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾜｰｶｰ（　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ）
□介護職（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
□行政（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

現在の生活状況（　　月　　　日現在）

生活環境・設備
□自衛隊風呂　　□トイレ屋外　　□Ｐﾄｲﾚ
特記事項：

連絡先氏名 住所 電話番号

A
D
L
情
報

移動・移乗 食事 排せつ 入浴 コミュニケーション

□自立歩行（安定） □自立 □自立（トイレ） □自立（福祉用具なし） □問題なし

□やや難聴

□自立歩行（杖・安定） □要介助（配膳・下膳）
□自立（オムツ・パット・
　　　　　　　リハビリパンツ使用）

□要介助（浴室まで誘導） □難聴

□自立歩行（不安定） □自立（食事制限） □自立（Pトイレ） □自立（福祉用具使用）

□ほとんど見えない 疾病・病名・服薬歴

□自立移動（車いす） □要介助（摂食動作） □要介助（トイレでの排せつ介助） □要介助（浴槽出入）

□自立歩行（杖・不安定）□要介助（食前の準備） □要介助（トイレまで誘導） □要介助（浴室内手引き）

□意思表示

□要介助（手引歩行） □要介助（嚥下見守り） □要介助（Ｐトイレでの介助） □要介助（洗身・洗髪） □意志疎通

□要介助（車いす） □自立（口腔ケア）
□要介助（オムツパット・
　　　　　　　リハビリパンツ交換）

□入浴していない（要清拭） □理解力低下

□要介助（移乗） □要介助（口腔ケア） □声かけ必要 □入浴していない（要足浴）
□言語以外のコミュニケー
　　ション方法

□不可能 □経管栄養等の医学的配慮 □人工肛門等の医学的配慮 □入浴していない □他の言語

生活7領域から見た被災生活の状況（該当する□を塗りつぶしてください）
現状 望み・意欲・関心 本人の対応

実現している 実現していない 現状評価点 やる気がある やる気がない 本人がしている 全介助 備考

衣

衣類の清潔 □実現している 0 □実現していない □やる気がない□本人がしている

生活7領域　

下着の清潔 0 □実現していない

一部介助

3

1

□やる気がある □やる気がない□本人がしている

□やる気がある

1

衣類の整理 □実現している 0 □実現していない

着替えができる

□一部介助 □全介助

□全介助

□一部介助 □全介助

経過記録

記録者名月日

□実現している 0 □実現していない

□やる気がある □やる気がない1

3

□実現している

□本人がしている □一部介助

洗濯 □実現している 0 □実現していない

□やる気がある □やる気がない

□やる気がある □やる気がない□本人がしている □一部介助

□一部介助 □全介助□本人がしている

□全介助

食

1日3食の食事 □実現している 0

摂食動作 □実現している 0

食事制限 □実現している 0

□実現していない 5

5□実現していない

□実現していない 5

□やる気がある □一部介助 □全介助□やる気がない□本人がしている

□全介助

□やる気がある

□やる気がある □やる気がない□本人がしている □一部介助 □全介助

□やる気がある

5

□本人がしている

内容

□やる気がない□本人がしている □一部介助 □全介助

住

掃除・片付け □実現している 0 □実現していない 3

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保 □実現している 0 □実現していない 5 □やる気がある

□やる気がない

□やる気がない□本人がしている □一部介助 □全介助

□一部介助

□やる気がある □やる気がない移動・移乗 □実現している 0 □実現していない □本人がしている □一部介助

□やる気がある □やる気がない

□全介助

体
の
健
康

障害・痛みの対応 □実現している 0 □実現していない

5

受診・治療 □実現している 0 □実現していない 5

□やる気がない□本人がしている

□本人がしている □一部介助 □全介助

□一部介助 □全介助

□やる気がない

□一部介助 □全介助

□一部介助 □全介助

□本人がしている

□本人がしている

服薬 □実現している 0 □実現していない

□やる気がある5

□やる気がある □やる気がない5体を動かしている □実現している 0 □実現していない

□やる気がある

□本人がしている □一部介助体の清潔 □実現している 0 □実現していない □やる気がある3

口腔ケア □実現している 0 □実現していない

□全介助□やる気がない

3 □やる気がある

□本人がしている

□やる気がない□本人がしている □一部介助 □全介助

心
の
健
康

睡眠 □実現している 0

将来の見通し □実現している 0

□やる気がある

楽しみ・趣味 □実現している 0 □実現していない

□実現していない 5

3

□やる気がない

□やる気がない□本人がしている □一部介助 □全介助

□一部介助 □全介助

□実現していない 5 □やる気がある

□やる気がある

□全介助□本人がしている □一部介助

□やる気がない□本人がしている □一部介助

□やる気がない

□やる気がある

□やる気がない

□やる気がない□本人がしている

□本人がしている□やる気がある

家
族
関
係

家族の支援 □実現している 0 □実現していない 3

本人の役割 □実現している 0 □実現していない 3

□全介助

□一部介助

□全介助

□全介助

□一部介助□やる気がある家族との交流 □実現している 0 □実現していない

生活情報の確保□実現している 0 □実現していない

□実現している 0

5

5

□やる気がある □やる気がない□本人がしている

□やる気がある3 □全介助□やる気がない□本人がしている □一部介助

申し送り事項（次のボランティアに伝えたいこと）

5

現状評価得点

社
会
関
係

近隣との交流 □実現していない

生活物資の確保□実現している 0 □実現していない □一部介助 □全介助

□一部介助□やる気がある □やる気がない□本人がしている □全介助

子どもさんたちは家の片付けに行

き、避難所では留守を守っている。

（月 日）
同居家族がいなく、一人で避難所
におり、家に帰れない。ふさいだ
表情である。等の記述をおこない
ます。

介護保険の情
報がわかれば
記入します。要
介護度、利用し
ていたサービス
等

ここにチェックが入
るとＰトイレの洗浄
の検討が必要にな
ります。

チェックを入れるにあたっては、その原因

を確認しながら行います。

例えば、
・運動不足のため生活不活発病の状況
が予測されるため

・下腹部の痛みが軽減されないため

・介護保険サービスの導入を要するため
・精神面における支援が必要なため
・フォーレ等の管理が必要なため

どのような状況であるかをチェックします。

医療との連携が必要

特に移動・移乗にチェッ
クが入った場合は、福祉
用具等の支援用具の検
討を行います

援助の必要度からその援助の目標を定
めます。

点数によって優先順位を決めることができ

ます。
点数が低い場合においても生活7領域に
おいて詳細な検討によりニーズを明確に
することが必要です。

説明の基準となります。
撤収の基準とすることができる
行政等への説明するときの客観的データ
としての資料となります。 個人情報の使用目的を記述します。

持病や痛み等について記録し
ます。また、被災したことにより、
服薬できなくなった状況や治療
が必要になった状況もここでお
さえます。

生活7領域から総合的に導き出された、ニードを記

します。
人々の生活上の課題は単一の原因から発生する
ものではありません。様々な要因が絡み合ってい
ます。ここでは、それらの要因を生活7領域の考え
方で整理し、具体的な援助の必要度を明記します。


