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1. ＩＣＦで理解するアセスメントとプランニング 

介護保険住宅改修研修 

1.-① 「バリアフリー」との違いを意識しよう 
1.-② 「障害」とは何か？～ＩＣＦ概念の理解～ 
1.-③ アセスメント～生活機能と背景因子の関係に着目 
1.-④ プランニングの進め方 

2.-① 「理由書」作成のポイント 
2.-② 「住宅改修費支給の要件」と「リセット」 
2.-③ 住宅改修費の支給対象となる工事種別Ｑ＆Ａ 

2. 介護保険の実務を理解する 

3.事例からみる活動と環境の適合 



高齢化した日本における住宅の問題点と対応 

健康の阻害 

夏は涼しく、冬は寒い 

「床座」を基本とする和式の生活様式 

 

尺貫法などに影響を受けた狭い間取りと段差 

バリアフリーの標準化・規格化（建築の視点） 

自立生活の阻害 転倒の誘発 

1995年  長寿社会対応住宅設計指針（建設省局長通達） 

2001年  高齢者が居住する住宅の設計に係る指針 
                 （国土交通省大臣による通達） 

住宅改善・住宅改造・住宅改修（在宅ケアの視点） 

1990年頃～ 個別の身体機能に合わせた住環境の調整  

1.-① 「バリアフリー」との違いを意識しよう 



高齢者が加齢に伴って身体の
機能の低下が生じた場合にも、
そのまま住み続けることができる
ような設計の配慮事項を示す 

移動等（水平移動、垂直移
動、姿勢の変化及び寄りかか
りなど）に伴う転倒、転落等
の防止 

介助用車いす使用者が基本
生活行為で行われる排泄、
入浴、整容、就寝、食事、移
動そのこれらに伴う行為を行う
ことを容易にする 

 現に特定の身体機能の低下や
障害が生じている居住者のため
には、その状況に応じ個別に配
慮が必要になる。  

予防的な措置 

身体機能や活動の状況、介
護者の有無や生活の目標に
合わせた、個別的な措置 

特定の機能障害を想定したもの
ではなく、適合の観点はない 

高齢者の住まいの課題に対応する２つの視点 

バリアフリーの標準化・規格化 

住宅改善・住宅改造・住宅改修（在宅ケアの視点） 

1.-① 「バリアフリー」との違いを意識しよう 



疾病 または 変調 

（disease or disorder) 

機能・形態障害 

（impairment） 

能力障害 

（disability） 

社会的不利
（handicap） 

1980年代～2000年の「障害」の概念  

国際障害分類 
 ＩＣＩＤＨ（International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps） 

1.-② 「障害」とは何か？～ＩＣＦ概念の理解～ 



生
活
機
能 

背
景
因
子 

健康状態 

（変調・疾病・加齢等） 

心身機能・身体構造 
（生命レベル） 

機能障害 

活動 
（生活レベル） 

活動制限 

参加 
（人生レベル） 

参加制約 

 ＩＣＦ（ International Classification of Functioning , Disability and Health） 

ＩＣＦの概念～「生きること」の概念  

国際障害分類 

環境因子 

住環境・福祉用具・介護者 

経済要因(財産)・社会制度など 

個人因子 

年齢・性別・ライフスタイル 

価値観・嗜好など 

1.-② 「障害」とは何か？～ＩＣＦ概念の理解～ 



「できる活動」 

「している活動」 

能力 

実行状況 

調理ができる 

台所には立たない 

お嫁さんの存在 

環境因子 

個人因子 

お嫁さんへの遠慮 

トイレでの排泄できる 

紙おむつ利用 

トイレまで遠くて段差あり 

トイレに行くのが面倒くさ
い 

ポイント 

その原因となる「環境因子・個人因子」を把握する 

「できる活動」と「している活動」の違いを把握する 

1.-③ アセスメント～生活機能と背景因子の関係に着目 



ふたつの評価パターンを意識しよう 

できるための
条件を評価 

介助の有無を
評価 

介助の有無を
評価する項目 

できるための
条件を評価す
る項目 

どのような生活行為に
介助が必要なのか？ 

どのような条件が整え
ばできるのか？ 

課題の把握のため
のアセスメント 

プランニングのた
めのアセスメント 

ポイント 

1.-③ アセスメント～生活機能と背景因子の関係に着目 



できるための条件を考える 

で 

き 

る 

何かにつかまれば 「何か」 

介助があれば 介助してくれる人 

杖があれば 杖 

段差が無ければ 段差のない環境 

やる気があれば やる気 

お金があれば お金 

尿意があれば 尿意 

脚が動けば 動く脚 

「できる」ための条件整理 
     →アセスメント 

提供可能な支援の組立 
    →プランニング 

1.-③ アセスメント～生活機能と背景因子の関係に着目 



活動 環境因子 

している活動 

できる活動 
適合 

リハビリテーション 
（機能訓練） 

住環境の整備 
（福祉用具・住宅改修） 

活動を環境に適合させる 

環境を活動に適合させる 

ポイント 「活動」と「環境因子」の適合を探ろう 

活動できる環境 

1.-③ アセスメント～生活機能と背景因子の関係に着目 



ベッドからトイレに行く 

不適合 

適合 
行動(動作・動線)の確認 

 

・ベッドから立ち上がる 
・ドアを開け、敷居の段差を通過する 
・廊下を移動する 
・トイレのドアを開ける 
・トイレに入り身体の向きを変える 
・ズボンをおろす 
・便座に座る 
   ・ 
   ・ 

1.-④ プランニングの進め方 



介護力による解決 福祉用具による解決 

住宅改造による解決 

1.-④ プランニングの進め方 

解決策はひとつではない 



短所を把握し、わかりやすく説明する 

家族の生活
への影響 

介助負担の
大小・変化 

制度の適合・費用の大小 見た目の良し悪し 

本人の生活
習慣や動作
の変化 

本人の症状特性や変化への対応 

その上で、利用者・家族の・・・ 

自己選択 自己決定 自己責任 

1.-④ プランニングの進め方 

ポイント 



生活の目標 
課題の解決 

心身の機能（身体、認知、理解）
できる生活活動能力（ＡＤＬ） 

介護者状況、住環境、
経済状況、制度、等 

希望、想い、こだわり、
生活習慣、年齢、性別 

疾病の特徴（進行等）等 

「生きること全体」は単純ではなく一律で一方的な価値観では判断で
きない。住環境が「生活」や「人生」に「適合」するかどうかも、多
様な価値観を持つ利用者の選択を尊重するものでなければならない 

重要！ 

1.-④ プランニングの進め方 

適合の
とらえ方 



2.-① 「理由書」作成のポイント 

住宅改修は「活動」と「環境」のマッチング 

利用者の身体状況 

介護状況 

利用者等の希望・目的 

具体的に困難な状況 

改修目的・期待効果 

ポイント 



介護状況
住環境 

利用者の身体状況 

具体的に困難な状況 
生活機能と住環境が適合しない状況 

2.-① 「理由書」作成のポイント 

利用者等の希望・目的 



利用者の身体状況 

経過～疾患、発症からの経緯、麻痺等、今後の見込みなど 
姿勢と動作の様子～安定感、安心感、痛み、介助量、 
    転倒経験など 
☆動作～基本動作と生活動作（している活動） 
☆変動～時間、天候、活動量、精神的などの影響  

2.-① 「理由書」作成のポイント 



臥位姿勢 

歩行 

寝返り 

またぐ 
昇る 
降りる 

寝返り 

起
き
上
が
り 

利用者の身体状況 

移乗 

座位姿勢 立位姿勢 

基
本
姿
勢
・
動
作 

生
活
動
作 

起居 

立
ち
上
が
り 

移乗 移動 

食事 入浴 排泄 更衣 整容 など 

2.-① 「理由書」作成のポイント 



介護状況 

利用者等の希望・目的 

利用しているサービス 
家族介助 ～誰が（介助に当たっている家族等、介助者の心身状況） 
(家族構成)～何を（実際に行われている介助の内容） 
       ～どうやって（後ろから支えて、持ち上げてなどの様子） 
       ～どれくらい（頻度、時間など） 
       ～感情（負担感など） 

特に介助をしていない場合でも「心配しながら見守っている」「時々様
子を見に行く」など、家族の不安な感情なども大切な要素です。 

利用者からの希望（どのように生活を改善したいのか） 
ケアプランの目標との連動 
      ～利用者「等」には、ケアマネジャーも含まれます。ケアプラ 
        ンの中での位置づけも記入します。 

2.-① 「理由書」作成のポイント 



具体的に困難な状況 

改修目的・期待効果 

表面の「身体状況」を前提として、環境要因との関係から生ずる困難
な状況を具体的に記載する 
      ～床が畳で車いすでの方向転換が出来ず・・・ 
      ～手すりがなく、つかまるところがないので・・・ 
→目的とする動作が「できない」「危険がある」「不安」「介護負担が大
きい」などの状況 

環境を改善するプランを前提として、どのように課題が改善されるのか
を具体的に記載します 
      ～フローリングで車いすでの方向転換が可能となり・・・ 
      ～手すりによりつかまるところができるので・・・ 
→目的とする動作が「できる」「危険が減る」「安心」「介護負担が軽
減される」などの、改善が見込まれる状況 

2.-① 「理由書」作成のポイント 



住宅改修費支給の要件 

☆要介護認定で「要支援１・２」または「要介護１～５」の認定を
受けていること 

☆改修の内容が、介護保険の支給対象として認められたものである
こと 

☆改修によって、本人の自立が促進されるまたは、介護者の負担が
軽減されることを、ケアマネジャ等の有資格者が認めること 

☆病院・施設等に入所・入院中ではなく、在宅で生活していること 

☆住民票に記載された住所地であること 

☆本人（被保険者）以外の所有する住宅の場合は、所有者の承
諾が得られること 

☆新築・増築での改修、老朽化や破損が原因での改修ではないこと 

2.-② 「住宅改修費支給の要件」と「リセット」 



支給限度基準額 
○要介護１～５・・・・・居宅介護住宅改修費支給限度額 

○要支援１・２・・・・・・介護予防住宅改修費支給限度額 

20万円（消費税込） 

☆支給限度基準額は生涯通しての金額です 
☆数回に分割して利用することも可能です 

保険給付額 
支給申請された金額の原則9割 （１割が自己負担） 

  ※所得要件に応じて8・7割支給（2・3割は自己負担） 

支給申請された金額が支給限度基準額を超過した場合には 

  18万円（※16・14万円）～越えた分は自己負担 

2.-② 「住宅改修費支給の要件」と「リセット」 



要介護等状態区分を基準として定める「介護の必要の
程度」の段階が３段階以上上がった場合 

例外１ 

「介護の必要の程度」の段階 要介護等状態区分 

 第６段階 要介護５ 

 第５段階 要介護４ 

 第４段階 要介護３ 

 第３段階 要介護２ 

 第２段階 要支援２・要介護１ 

 第１段階 要支援１・旧要支援
経過的要介護 

３段階
リセット 

住宅改修費の支給可能額算定の例外 

2.-② 「住宅改修費支給の要件」と「リセット」 



転居した場合 例外２ 

要介護１ 

２０万円 

要介護１ 

？ ２０万円 

転居 

リセット 転居 

住宅改修費の支給可能額算定の例外 

2.-② 「住宅改修費支給の要件」と「リセット」 



住宅改修費の支給対象となる工事種別 

①手すりの取り付け 

②段差の解消 

③滑りの防止および移動の円滑化のための床 
  又は通路面の材料の変更 

④引き戸等への扉の取替え 

⑤洋式便器等への便器の取替え 

⑥その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要 
  となる住宅改修 

2.-③ 住宅改修費の支給対象となる工事種別Ｑ＆Ａ 
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介護保険における住宅改修 
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