【居宅介護①】
ケアプラン作成上、困難な点はどのような点ですか。
1

同居家族がいない場合、夜間の支援体制が作りにくい。

2

認知症対応型の通所介護施設が不足している為ケアプランの作成が難しいと思われる。

4

若年（特に男性)にふさわしいデイサービスが近くにない。1 人の方は送迎の難しい所に住んでいる為
デイサービスの選択肢がない。

5

今まで対応したことがないので具体的にはわからないが、常に見守りが必要な人の場合、プラン作成

6

認知症専用デイサービスが受け皿になって頂けるケースはいいのですが、行動エネルギーが大きく

が限度額もあり難しいと思われる。
ルティーン化療法等対応に知識がいるケースは高齢者中心の通所や入所施設は受け皿とならず使
えるサービスが限定される点
7

本人のニーズがつかめない。

8

短期入所、通所サービス等の利用の際、利用者が年齢に抵抗があり、利用できない場合がある。

9

金銭的に負担が多い。家庭の中心になっている人が倒れる事で家庭全体が崩れ、介護者がいなくて
サービスを入れると金銭的にも問題あり。家族全体を見ていかなければならない。

11

高齢者の認知症の方に関わるケースは多いが、若年認知症の方のケアプランを作成する事例が少な
いので経験が不足している。

12

実際まだ関わった事がないので思いつきませんが、例えば妻が認知症になった場合、今までしてい
た家事をカバーする支援が必要になると思います。今の介護保険制度のヘルパーによる生活援助は
本人だけが対象なので、本人の精神的緩和もできないし、家族の支援にもならないのでは。

13

利用者本位ではなく、まず家族の思いを支援しなくてはならない時。

22

施設利用を考えた場合、老人が大半を占めておられる中に年代が合わない方をすすめにくい。家族
からも余計に自信をなくしてしまうと話されたこともある。若年の受け入れ先が身近にないため外に出
てもらうことが難しい。

23

・配偶者も子も若く、就労していたり子供が小さかったりして家族への配慮が難しい。
・地域によって小規模のデイサービスがなかったりして認知症の方が参加しやすいサービスがない。

24

・理解してくれる施設が少なく、受け入れ先が少ない。
・状態に合った認知症対象施設が少ない。
・本人の思いがなかなか理解しづらく、どうしても家族の思いが中心となってしまう。

25

・健康管理面、服薬管理。
・サービス利用について、 高齢者が多い という点で利用に結びつかない。
・他の精神病も重なっている方もいる（統合失調症など)。

28

・他の方と比べて特別に困難とは感じていません。本人に病識があり、自分の意思や希望をお話しす
ることも可能な方なので、ゆっくりと伺っていきたいと思っています。
・本人、家族のとまどいの大きさや不安に対する支援。

29

利用者本位のケアプランを作成すること。
家族との調整が困難となりやすく、実際、若年認知症の方から相談はないが、認知症高齢者のケース
からは本人の意向を確認することが時間がかかり難しいと思われる。

30

・行ってみたいと感じるデイサービスなどのサービスが不足かつ充実していない。
・いかにしてその方らしく生活していただけるかという部分を引き出すこと。
・家族との話し合いが主で本人からの意向が十分把握できない。

31

介護者である家族が本人より重度の認知症であり、介護力が期待できない。またうつ症状(うつ病の既
往あり)との区別が難しい。

32

生きがいやその人のやりたい事を支援するのに通える施設が少ない。デイケアやデイサービス以外に
例えば陶芸、農業がやりたい、調理やパソコンがやりたいなどの希望が出た時にどこに行ったらやりた
いことを支援してもらえるのか自分の手元に資料がないのでなかなかつなげない。
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【居宅介護①】
ケアプラン作成上、困難な点はどのような点ですか。
36

高齢者と違い、若年者であるだけにニーズの質が違う。デイサービス利用に際しても高齢者がほとん
どの利用者の中へは入りたがらなかったり、適合するサービスや支援に難しさがある。

40

年齢的に若く、身体機能に低下がない場合に介護度に反映してこない。

41

ニーズと主に介護者のディマンドとの相違が大きく存在する場合の優先順位付けや納得

42

若年の認知症は進行も早く、不安定な人も多いです。本人が若いという事は、その家族も（特に子供
さん)若く、その方達が自分の生活や仕事を犠牲にしなくてよいケアプランを立てなければいけないと
いうのが難しいです。

43

若年の方を対象とした通所介護や短期入所がない。

45

若年に限らず認知症の方の対応ができるサービスが圧倒的に足りず必要なサービス量が確保できな
い。かろうじて対応してもらっているサービス事業所でも本人が適応できないまま事業所側も限界ぎり
ぎりの状態（何とか協力してもらっている)でサービス量に限度がある。

48

アセスメント、家族の理解

49

・経済的な面からサービス利用の回数を増やすことができない。
・認知症（徘徊型)対応のショートステイが少ない。

51

・日常生活の自立度にもよりますが、サービス提供事業者の受け入れ困難が予想されます。
・利用者料金の支払い能力に困難が予想されます。

52

認知症の人を対応している時、家族の協力についてですが、家族もインフォーマルな支援として協力
していただけない場合（独居の場合、身内の方)、また今までの生活史もあり、不十分な対応にて生活
全般がとらえにくい。

54

本人、家族の了解
介護保険利用することに対する抵抗感

55

行動障害の周知と対応の統一をはかっていく点

59

・どのように立てればいいのかわからない。
・介護給付の利用があればプランは立ててもケアマネ報酬はあるが、相談に時間をとっても報酬につ
ながらない。経営側としては立ち行かない事情がある。

60
62

高齢者のデイなどに無理やりつなげることに意味があるのかと考えています。
・家族、サービス担当者等から的確な情報が得にくく労力がいる。
・情報を収集してアセスメントするトレーニングと時間を要する。
・専門的知識を持つ者（医師、包括支援センター等)からのアドバイスが受けられない。

64

言語障害あり、本人の意思が確認できない(ハイ、イイエの確認も難しい)

68

現在若年認知症患者のケアプランは担当していないが、知識として具体的な対応は学んでおきた
い。

69

本人の希望や意向をアドボカシーすることにより、より具体的な支援がみえてくると考えますが、アドボ
カシーする視点がアセスメントの中から見えてこないことが多いのも実際には当然多く、ケアプラン化
しにくいと感じることがあります。

70

本人が認知症を受容できず拒否的であったり、認識していないことなどでサービス導入時にサービス
事業者との見解の相違がある

71

家族（介護者)の思いと本人の思いが違う時

72

センター方式のケアプランを立てるのに時間がかかってしまう。
ケアプラン作成ソフトにセンター式が入っていないので書くのに時間がかかったり情報量が多いのに
情報を収集する時間がない。また他の事業所の協力を得るまでセンター方式が理解できてない所が
多い。

74

・家族の用事に合わせショートステイを利用したいが、本人はデイサービスも拒否があるので現在の状
況ではショートステイの利用は困難。
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【居宅介護①】
ケアプラン作成上、困難な点はどのような点ですか。
・家族が入院した場合などの本人の受け入れ先（入所先)
78

本人の真の望みや願いをどれだけ汲み取れるか。過去の生活状況についての把握。

79

通所サービスをケアプランに位置づける際、他の利用者との年齢差があることと、若年認知症に合っ
たプログラム内容が提供されるかわからない点

81

フォーマルなサービスについては充実しているとは言えないが、利用できてもそれだけでは支えきれ
ないためインフォーマルなものや包括支援センターとの連携をケアプランに組み込むのが難しい。ま
た行動障害が顕著な場合はデイサービスやショートステイ先がみつからないこともあると聞いている。

84

経験はないですが、本人はもとより家族がどこまで認知症を受け入れているかでプランの作成が左右
されると思います。

85

認知症が理解出来ておらず本人のみならず家族・生活を考えていかなくてはいけないので作成上困

87

今あるサービス（介護保険の)は高齢者が対象となっているものが多く、当然利用者も高齢者が大半を

難である。
占めるので、若年の方は利用しにくいのではないかと思います。
89

配偶者の年齢も比較的若く、就労可能な場合もあり経済的な事情で日中は働いている方などは対象
者の介護度が上がるにつれ退職せざるを得ない状況。介護保険である程度の日常生活をカバーされ
ているが、社会資源を組み合わせても不足しがち。

90

現在、若年認知症の利用なし。
その為、想定の範囲は超えられないが認知症の受け入れが配偶者、本人には受け入れがたい実態
が先月もＴＶで運転免許証の更新を例にしてあったものを見て感じる。

91

・介護者、家族の生活上の困りごとは大きく、精神的負担も大きく介護サービス利用を希望するが本
人の拒否が強くサービスの利用に結びつきにくい。
・本人に病意識がないため服薬管理もきちんとできない→治療に結びつきにくい。

93

・本人との話し合いが難しい場合プラン作成が難しく本人の意向と合致するかという点など。
・家族が専門医の受診をなかなかしてくれない点
・利用者の主治医が認知症の専門医療機関であれば自立からどの程度の距離があるのか近隣にか
かりつけ医がいるのか担当者会議に必要な時主治医と連絡がとりやすいのか？

94

介護者も若く、働いていたり子育て中であるため本人につきっきりで介護できる状態ではない。ご本人
を一人で置いておくわけにはいかず、介護保険サービス限度内で見守るなど本人に必要なサービス
をするには限界がある。

97

・家族が希望するサービスと利用者のニーズのすり合わせが難しい。
・自主的に活動できるプログラムや計画への位置づけが難しく、例えばデイにおいてはなかなか個別
性が引き出しにくい為、施設との調整が難しい。

98

高齢者施設はたくさんあるが、若年の方の受け入れ施設がないので、本人は利用しづらいのではな
いか。

101

認知症が徐々に進行していく中で家族が対応について困惑し介護負担の増大を訴えられた時、介
護力が弱い、経済的に厳しい環境のあるケースの場合。
夜間徘徊し大声で話す利用者は受け入れ先ショートが見つからないことがある。

102

居宅サービス計画書が作成しにくい。

104

主介護者が勤務している。介護の時間がとれない。家族が理解してくれない。協力が得られない。子
供（主介護者なった場合）が若くて協力が得られない。

105

利用できるサービスが少ない。行きつく先が少ない。症状が激しく、徘徊の範囲も広い。

108

家族のみの意見で考えていくことが本当か心配。
医師が認知症をどれだけ把握しているか日常のことは不明なため心配。特に独居の方は助言するも
のがいない。
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【居宅介護①】
ケアプラン作成上、困難な点はどのような点ですか。
112

年金受給の年齢に至っていないため、収入源がなく、サービス利用時の負担額を考えると充分なサ
ービスが使えない。

113

・ケアマネジャー自身の若年認知症の方への対応力不足による、不十分なケアプラン作成。
・家族への理解を深める点。

114

・認知症になられた方が就業できないだけでなく、子供の学費がかかることもあり、サービスにかかる
経済的負担が大きく、限られてくる。
・女性であったので、嫁ぎ先の母親が介護と子育て、家事の一切をされていて肉体的にも精神的にも
負担が大きいが、サービスが制限（経済的な問題で）されてしまうことで負担がさらに大きくなる。

116

サービスを組もうとしても若年の方がなじみやすい通所介護施設が少ないので、うまく利用できないの

117

・利用者と家族主訴が異なる場合の調整が家族主訴に偏重する可能性がいつもある。

ではないかと躊躇する場合が多い。
・利用者の意向が気分により変わったり、ときに消失することがある。
118

年齢が若いため、「年寄り扱いされた」と本人が思い易く対応に困った（デイサービスの位置付け）。

119

今まで担当したことはないので壁にぶつかることはなかったが、いざという時、本人及び家族にどのよ
うな援助ができるか考えてしまう。

121

・本人の病状を「病気」とわからず、家族と意見や今後の方針などが食い違う場合。
・独居の場合、なかなか本人ニーズが言葉で表現できない等。

123

・利用者の方の認知症の進行が早ければ、その速度に合わせて対応できるかどうかが心配。
・利用者のニーズとサービスが適合しない。（仕事をしたい、主婦の役割をしたい）
・告知を受けられたが、受容ができず混乱し、サポートが不十分であった。
・まだ担当したケースがありません。ただ、本当にその方の意向が生かされるプランを作れるか・・・同
じ認知症でも高齢の方とは違った思いがあると思う。それが反映されたものなのか・・・すごく難しいの
で悩むと思う。
・自分の役割を継続されているが、今までのようにできず、本人・家族ともに葛藤がある中で介護保険
の通所サービスに納めてしまうには無理がある。しかし、社会的なつながりを失ってしまうことは病気の
進行を予防する上でマイナスなことである。通所以外で利用者本人が満足できる社会的な場がないこ
とが問題と考える。

125

本人が世帯主で収入の道がない場合、通所サービス利用時に必要な昼食代の負担さえ大きいので

129

若年認知症のため行動的であり、全空間無視もあり、受け入れ先ショートが見つからない。また、利用

はないか。
日数も短期である。
130

本人に適切なケアを提供するサービス事業所を探すことが困難。

131

本人が自分の病気が受け入れられない。また家族は現在のショートやデイが高齢者が多く、まだ若い
のに利用するのが可哀相に思う等の理由で、サービスがなかなか利用できない。
おかしな行動がでてきたときに妻と離婚、母親も精神的に不安定になり、介護者がいない。

134

後見人が決まるまでは独居で 2 親等以内の親族がなく、キーパーソンがいなかった。

135

新しいプランを提示しても家族の理解が得られず（認知症が進行しても、介護者の受入が悪く、プラン
に結びつかない）。

136

サービス事業所の選択ができない。（対応できる数がない。本人・家族が身近なところだと知られたく
ないとの思いから嫌がられる。）

137

・サービスの導入が困難（介護者が配偶者である場合が多いため）。重症化してしまうため、それから
の関わりになる。
・経済的な問題からサービスが充分に使えない。
・若いため、高齢者が多いサービス事業所になじめない。
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【居宅介護①】
ケアプラン作成上、困難な点はどのような点ですか。
・認知症専門の事業所が不足している。
・家人が介護に疲れてしまい、虐待がおこりやすい。
138

・利用者の認知度にもよるが、介護者や他の家族状況（例：就労している、介護の協力者がない等）に
て介護保険や行政等の既存サービスだけでは介護負担を補いきれない。限界があるように思う。
・地域の通所サービス事業所の利用は高齢の認知症の方が多く、若年認知症の方が利用してもなじ
めなったり、適切な利用につながりにくい。
・若年認知症の理解が充分できていないため、適切なケアプラン作成ができない。

140

高齢者にも言えることではあるが、若年であるため自尊心を傷つけないようにしなければならないこと
と、認知症をスムーズに受け入れることができないところ。

141

本人の生活意欲が低下していて、何事に対しても関心等もないので、どのように対応（サービス内容）
すればいいのか。

145

本人やその周囲の者に気づきや理解がなかなか得られないこと。

146

若年に限らず、本人の意向が確認しにくい。

147

本人と家族の意向のギャップ。

149

・忘れるので混乱する。
・デイ時の帰宅願望が強い。
・本人の不安感が大きい。
・火の元の危険･･･一人で調理をする。
・外出して帰宅ができない。

150
151

社会復帰を強く希望するが、仕事への復帰となると具体的プランを作成するのは難しい。
・若年の方の受け皿がない。
・自宅から出てもらうのに（サービスにつなげるのに）困難なことがある。

152

家族はとことん困らないとサービスを利用しない。
その方に合う内容のサービスを提供できる事業所が少なく、労力も大きい。

153

利用者は夫と 2 人暮らしであるが、夫は現役で仕事をしており、他の家族も利用者の病気を理由に仕
事をやめてほしくない、夫本人もできれば続けたいという思いがあり、どうしても介護者が不在になる
時間に通所介護や訪問介護を利用していた。見守り等日中のサポートはしているが、介護者がゆっく
りできる時間を作ることができず、あまり介護負担は軽減できていない。ショートステイや入所はあまり
させたくないよう。
利用者は若く体力があるので、納得がいかないとき外に飛び出し、ヘルパーと走って追いかけっこ状
態になるときがある。

154

若年認知症に関する知識、情報をほとんど持ちえていない。
介護者と同レベルで悩んでしまうのではないかという不安がある。

155

家族は日中勤めているため、どうしても通所のサービスを利用しなければならないか、本人にとってど

156

・回想法などを取り入れケアをしていきたいが、特に男性の場合、趣味などがなく何を取り入れて行く

のようにすればよいのかわからない。
かが見つけづらい。
・専門医の受診につなげることが難しい。
157

生活スタイルが仕事を持っていたり、主婦現役であったりと、職場や地域での受け入れ、また年齢的
に介護保険サービスでの受け入れが難しく、安定して生活できる落ち着き場がないのでマネジメントし
にくい。

163

若年認知症を対象とした社会資源が不足している。
若く体力もあるため、通常のデイ等のプログラムでは満足できない。
経済的問題が起きやすい。
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【居宅介護①】
ケアプラン作成上、困難な点はどのような点ですか。
本人はもとより、配偶者や子弟が事実を受け入れられない。
169

目下関わりはないが、予測される事態としては、もの忘れをサポートする廉価な実働部隊が充実して
いる必要がある。

170

・経済的な事情によりサービスの量が制限される。
・本人の思いが理解しにくく介護者中心のケアプランになる。

173

今まで担当したことはないが、専門的なサービス事業所が不足しているために、受け皿がないと思う。
介護保険に該当しない年齢の方はどこに相談するのかわからない。

174

・家族がまだ若く、家族全員が仕事を持っているので、家族が働きながら利用者を在宅で看ていく環
境の中でのプラン作り（家族の介護疲れ、リフレッシュの盛り込み）。
・家族や親族が少ない中での見守りの必要性（特に妻が利用者のとき大変）。
・周囲の目を気にして、サービス利用を目立たせたくない思いがある。
・本人の精神状態に合わせたサービスの提供を各事業所が連携を取り合って、混乱を少なくし、静か
に見守ることで認知症の進行を遅らせる。

175
177

現在の介護サービスは高齢者対象なので、安心して利用できるサービスがほとんどないこと。
本人に認知症の認識がないため、サービス利用の理由が理解できない。どうしてそんな所に行くの
か？と言われる。
一人の方は医師が行った方がいいと言うから、もう一人の方はデイサービスで料理を作ったり、お手
伝いをしてほしいから、などと話し、デイサービスを利用された。
しかし、毎回同じようにきかれることが多い。また、今後グループホームに入所させたいと思っている方
もいるが、地域密着型になり、その地域にグループホームがないため、入所できない方もいる。

181

・ケアプランを作成する以前に、親戚や地域の人に受け入れてもらえるように病気に対する理解をして
もらうことが一番大変だった。
・本人の状態や家族のサポートなど見極めてのスタートになるが、本人が落ち着くまでの 1 ヵ月間位は
これで生活ができるのかどうか心配で、訪問をたびたびして様子をみた（ケアプランがこれでいいのか
どうか）。

183

介護者が若年性認知症についての理解がないので、具体的な話ができない。認知症と症状（脳梗
塞）があれば、介護者は症状の方に重点を置いてしまうのでわかってくれない。

187

・家族（介護者）自身の介護力、およびその限界を知ること。
・家族がどのようなサービスを望んでいるか、充分なアセスメントが必要ではないか。
年齢が若いため、利用できる施設を検討する必要がある。

190

充分に対応できる事業所の数が少ない（若年層、認知症どちらも）

192

・家族とケアマネの意見相違
・デイ利用者の年齢のギャップ

193

身体的には活発であり、心身ともに充実した状態（疲労を感じる程度）に持ち込むことが、施設でのプ
ログラムでは実現しがたい。また、在宅でもヘルパーや家族の力量としてどうかと思われ、本人が満足
して安定する状況を提供することは困難に近い。

194

本人の思いと家族の考え方が異なり、どうしても介護している家族の思いが優先されるようなプラン作
りとなってしまう。

195

本人・家族が認知症についての理解ができていないため、サービスプラン作成が困難な場合がある。
若年のため、介護保険内でのサービスに不満がある。

198

経済的な問題でサービスを増やすことができない。

203

家族へのサポート

207

どのような記憶障害などの症状があるのか、つかみにくい。
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