
介護記録の書き方
富川雅美

第3版



 



よくわかる

介護記録の書き方
富川  雅美 元埼玉県戸田市社会福祉事業団 健康福祉の杜 施設長

第３版

      



 



 i

は じ め に

介護保険制度において、介護保険施設・事業所は日々介護業務を行うなかで、実に多

くのことを「記録」し保管することが求められています。

なかでも「介護記録」は、利用者一人ひとりの状態の変化や介護の内容、生活状況な

ど一連の経過を記述したものです。ここに記載された情報は、職員間で共有されること

により、利用者への介護を、施設・事業所全体で取り組むことができるようになります。

また、介護記録に記載された情報は、利用者の日々の生活の証ともなり、利用者・家

族と介護職員との信頼関係を築く大切な絆ともなります。

一方、介護保険制度が始まって以来、介護に関する訴訟や事故による賠償などは年々

増加傾向にあります。日頃どのような素晴らしい介護を行っていても、それが正確に記

録されていなければ、組織的・継続的に適切な対応や処置が行えないばかりでなく、施

設・事業所の運営や介護のあり方に関しても社会的責任が問われることになります。

介護記録は、職員の介護行為の証であり、いざというときに皆さんの大きな力になっ

てくれます。つまり「良い介護は、良い記録から生まれる！」と言っても決して過言で

はないのです。

2005年の秋に初版を刊行してから早くも ６年が経過しました。この間、関係法律の改

正や介護を取り巻く環境は著しく変化を遂げ、その内容も時代に即応したものへと姿を

変えてきております。これらを踏まえつつ、また「介護現場で生かせる、よりわかりや

すい介護記録」を目指して、第 2版に引き続き今回（第 ３版）も全面的に加筆・修正す

るに至りました。

第 ３版では、「介護記録とは」「記録のルール」「記録の基本的な書き方と手順」「実践

別の記録の表現例」と ４章にわけてまとめ、最後には参考資料を掲載しています。今回

は新たに「記録のルール」の章を設け、「記録の文体（過去形・敬語・敬称）」「時刻の

表記方法」「専門用語、略語の取り扱い方法」「記録用紙に空欄が生じた場合の対応」

「記録の訂正」「記録の追記方法」など、介護記録の研修会場で必ずといっていいほど質

問される事項について明確に示しています。

介護記録に「何を書いてよいのかわからない」「書くことがない」という声が聞かれ

ますが、新たに「介護記録への記載内容」「ケアプランに基づいた記録の書き方」につ

いてわかりやすく掲載しています。

さらに、職員の皆さんが書いた介護記録のどの部分に不備があるのかが一覧でわかる

よう、「介護記録チェック表」を新たに掲載しました。その他にも「介護現場で日々用

いられている具体的な介護記録の良い例・悪い例」や「記録に際しての不適切な表現の
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改善方法」「日勤・夜勤日誌（業務日誌・介護日誌）」「ケース記録（経過記録・生活記

録）」など実務に役立つ事例を新たに追加し、ここに第 ３版を出版いたします。

本書が、記録に悩む明日の介護を担う読者の皆様の一助となり、介護現場で活用され、

お役に立てることを心から願っています。

	 2011年 冬

富川	雅美
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「記録」とはいったい何でしょうか、調べてみると、「のちのちに伝える必要から事実

を書きしるすこと。また、その文書」などと書かれています（広辞苑第 ₆ 版）。

つまり「記録」は事実を書き手が読み手に正確に伝える手段であり、伝える相手であ

る読み手の存在を忘れてはならないのです。

「記録」は「記憶」と対比して使われることがあります。よく「記憶」よりも「記録」

であるといわれます。「記憶」とは「物事を忘れずに覚えていること、または覚えてお

くこと。また、その内容」をいいます（広辞苑第 ₆ 版）。

「記憶」は一人のものでしかありません。その人本人にしかわからず、またその人に

とっても非常にあいまいなものです。「記憶」は、「記憶が薄れる」という言い方がある

ように時間がたてば失われていきます。

一方、「記録」は事実に基づく資料であり、文字に残すことによってその人本人だけ

ではなく、大勢の人にその内容を伝えることができます。「記録」は組織の職員間で共

有される情報であり、組織の情報財産ともいえます。

このように考えると、「記録」は個人で把握するだけではなく、組織として共有する

情報であることから、「職務だから、決まりだから書けばよいのだ」「記録は書いた本人

がわかっていればよいのだ」というものではありません。

「記録」は、だれが読んでも内容が理解できるように書かなければなりません。

「記録」は、読み手に内容が伝わり、活用されてこそ価値があるのです。

1 記録とは何か
（記録することの意味）

      



 3

介護記録はいったい何のために記述するのでしょうか。単に法令で定められているか

らというだけではありません。

介護記録には大きく分けて、

○イ利用者により良い介護サービスを組織的・継続的に提供していく

○ロ行った介護内容を証明する

という ₂ つの役割があります。

この ₂ つの役割を念頭に置くと、介護記録の具体的な目的として次の点が考えられま

す。

①職員間で情報の共有化を図り、介護を組織的・継続的に行うためです

② 介護に関する内容を正確に残すことが、いざというときの法的な証拠となる

ためです

③ 利用者により良い介護サービスを提供するとともにケアプランに反映させる

ためです

④  利用者・家族と職員のコミュニケーションを深めるためです

⑤  職員の意識と介護の専門性を高めるためです

⑥  職員の研修に役立てるためです

1 職員間で情報の共有化を図り、
介護を組織的・継続的に行うためです

介護記録は、職員間（他職種も含む）で共有される情報であり、文

字に残すことにより職員間の情報伝達をより確かなものにします。記

録に記載された情報が職員間で共有されることにより、利用者への介

護を組織的・継続的に行うことができます。このように、介護記録は

情報伝達の手段として欠かせないものです。

2 介護に関する内容を正確に残すことが、
いざというときの法的な証拠となるためです

介護記録は、介護の内容を正確に記述することにより、サービス提

供者の仕事内容の証となります。いくら適切な介護を提供していても、

2 記録の目的
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記録の目的

それが記録に残されていなければ何ら証明するものはありません。ま

た、万一、事故や訴訟が起きたときは、そのときの職員の対応が問わ

れたり、家族から「事故の際の記録を見せてほしい」と求められるこ

とがあります。家族から記録の開示を求められたときには、記録その

ものがなかったり、記録内容に誤りや不備があったりすると、施設・

事業所の運営や介護のあり方への信頼を損なう結果となり、社会的責

任が問われることにもなります。

適切な介護記録は、法的な証拠書類として職員一人ひとりの介護行

為を証明するとともに、事故や訴訟が起きたときには職員や施設・事

業所を守ることにつながります。

3 利用者により良い介護サービスを提供するとともに
ケアプランに反映させるためです

介護記録には、利用者一人ひとりの状態の変化や介護の内容、さら

に生活状況や活動状況などが書かれており、その内容は介護に関する

重要な基礎資料となります。これらの資料を分析、整理しサービス提

供のために活用することで、利用者一人ひとりの状況に応じたより良

い介護サービスを行うことができます。

また、介護保険制度においては、介護サービスを提供するにあたり、

利用者一人ひとりに適したケアプラン（介護の目標とサービス内容

等）の作成が求められています。介護記録は、ケアプランの介護の目

標やサービス内容などと連動したものであり、ケアプランに記載され

ている内容などが適切に行われているかどうかについて判断できなけ

ればなりません。

介護過程を振り返り、より適切なケアプランにつなげていくうえで、

介護記録は欠かすことができない重要な基礎資料となります。

4 ��利用者・家族と職員のコミュニケーションを
深めるためです

介護記録は利用者の日々の生活の証でもあります。利用者一人ひと

りの日常生活の様子などを記録に残すことにより、家族はこの記録か

ら日々の生活やサービスの内容を知ることができます。

また、面会に来た家族から利用者の様子などを尋ねられても、この
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記録により職員は適切に対応することができ、家族に必要な情報を知

らせることもできます。個人情報の保護に関する法律により利用者や

家族から介護記録の開示を求められたときは、必要な情報の開示をし

なければなりません。

このように、介護記録は利用者・家族と職員との信頼関係を築くた

めの大切な「絆」でもあります。

また、利用者や家族の要望や意見、思いなどを記録に残すことによ

り、利用者のこれまでの生活歴をより詳細に知ることができ、利用

者・家族とのコミュニケーションがいっそう深まります。

5 ��職員の意識と介護の専門性を高めるためです

介護記録には、ありのままの介護内容が文字によって残ります。記

録をもとに職員同士が意見交換し、検証をすすめていくことで、より

良い介護をつくりあげることができます。職員間の継続的な意見交換

や検証は、専門職としての意識を高めるとともにチームによるケアを

強化し、介護の質や技術の向上へとつながります。

6 ��職員の研修に役立てるためです

適切な介護対応を記
しる

した記録やだれが読んでも内容が正確に理解で

きる記録は、職務上の模範となるものであり、職員同士の研修におけ

る生きた教材ともなります。また、職員自らが記述した介護記録を読

み返し、確認・検証することは自己研さんになるとともにより良い介

護につながります。

さらに利用者の事故やケガの

発生の傾向を分析し、事故が起

こりやすい時間帯、場所などを

特定していけばリスクマネジメ

ント（事故防止）に役立てるこ

とができます。
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 常体（である調）・敬体（です、ます調）

文体には「常体」と「敬体」があります。「常体」とは、文の最後が「～である」「～

だ」という結びで終わる文体（文章の形式）をいいます。「敬体」とは、文の最後が

「～です」「～ます」で終わるていねいな気持ちを表す文体（文章の形式）をいいます。

介護記録は介護保険法（詳細は厚生労働省令〈基準〉に規定されています）に基づい

た公式の記録です。このような公式の記録の記載では常体表現を用いるのが一般的です。

また、「常体」による記録には、現在形と過去形を使い分ける必要があります。

介護記録の文体は、例えば「右大腿部外側に直径約 3 cm の浅い傷があり、少量出血

しているのを発見した（濡
ぬ

れていた）」や「看護師の指示により冷
れい

湿
しっ

布
ぷ

した」のように

過去形を基本として書くのが一般的です。これは、介護記録が「起こったこと」や「行

ったこと」などを少し時間をおいて書くためです（参考 2参照）。過去形のほうが読む
人にとって時間の経過が伝わりやすい表現でもあります。

このため介護記録の文体は、過去形を基本にして記述します。ただし、現在行ってい

ること、現在進行していることについては、現在形で記述するという使い分けが必要で

す（参考 3・ 4参照）。

 参考 1 介護記録における敬語・敬称の使用について

利用者や家族等との会話は区別して考えるため、介護記録に敬語（ていねい語・尊敬

語・謙譲語）を用いる必要はありません。

敬語は相手を敬う気持ちを表わすため一定の距離を置いた改まった表現です。話し手

（書き手）が聞き手（読み手）に対してていねいな言葉（～です、～ます）づかいをし

て敬意を表わすのがていねい語、動作・行為を行う人への敬意を表わすのが尊敬語、動

作をする人がへりくだることによって間接的に動作の受け手を敬う言い方となる謙譲語

があります。

敬語は表現のしかたによっては誤解を招く恐れがあったり、使い手（書き手）の心情

面が影響しますので、介護記録のように事実を正確に記録する場合には適しません。そ

のため利用者や家族に介護記録を提示するときや開示を求められたときには、公式の記

録であるため敬語を用いずに記述していることについて説明する必要があります。

前述のとおり、敬体による表現や敬語を用いることは介護記録の性格上好ましくあり

ません。ただし、利用者や家族等の呼称について、敬称（例：「〇〇様」「〇〇氏」な

 常体（である調）・敬体（です、ます調）

 参考 1 介護記録における敬語・敬称の使用について

1 記録の文体
（過去形・敬語・敬称）
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ど）を用いる場合は、施設・事業所内で統一しておくことが大切です。

 参考 2 介護記録を記述する時間

介護記録では見たこと、聞いたこと、行ったことを少し時間をおいて書くことになり

ます。

16時30分の時点からみると「12時00分の出来事」

「14時30分の出来事」は過去の出来事です。

例えば「12時00分に食事をした」とはいいますが

「12時00分に食事をします」「食事を行っている」と

はいいません。「利用者からの訴え」や「その処置」

については、例えば「本人から『△△が痛い』と訴

えがあった」「△△軟
なん

膏
こう

を塗布し、ガーゼで保護し

た」というような記録が一般的です。この文体は常

体の過去形です。

 参考 3 「過去形と現在形」の違いについて

過去形を基本とした記録 現在形を基本とした記録

表 現
現在を中心として過去に起こったこ

とを表します
現在行われていることを表します

例 示

・本人から「△△が痛い」と訴えが
あった

・赤い腫
は

れが見られた

・看護師の指示により冷
れい

湿
しっ

布
ぷ

した

・本人から「△△が痛い」と訴えが
ある

・赤い腫
は

れが見られる

・看護師の指示により冷
れい

湿
しっ

布
ぷ

する

文 体

「すでに行ったこと」と「いま行っ

ていること」の文体は区別します。

すなわち、文体を「過去形」と「現

在形」に使い分ける方法です

「すでに行ったこと」と「いま行っ

ていること」の文体はともにすべて

「現在形」を用いる方法です

 参考 2 介護記録を記述する時間

 参考 3 「過去形と現在形」の違いについて

見ている
聞いている
行っている

見ている
聞いている
行っている

〈介護職員〉

12：00

14：30

16：30 記録する
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記録の文体（過去形・敬語・敬称）

 参考 4 記録の文体を「過去形」にした場合の使い分け

記録の文体は「過去形」が基本のため、「①もうすでに行ったこと、終了したこと

（過去形）」のように記述しますが、時には現在行っていることを記述する必要がありま

す。その場合は「②いま行っていること、現在進行していること（現在形）」を記録す

ることになります。

過去形と現在形の使い分け 例 示

①
もうすでに行ったこと、終了した

こと（過去形）
・看護師の指示により冷

れい

湿
しっ

布
ぷ

した

②
いま行っていること、現在進行し

ていること（現在形）

・痛みや腫れなどについての経過を観察す
る

・ 1 時間後の様子を見て食事の対応を検討
する

 参考 4 記録の文体を「過去形」にした場合の使い分け
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記録は、いつの出来事かはっきりとわかるようにそのつど時刻と日付を忘れずに記述

します。特に時刻については表記方法を統一して書くことが大切です。

時刻の表記方法には「：（コロン）」と「時・分」のいずれかを用いる①「12時間表記

（12時間制）」と②「24時間表記（24時間制）」があります。「12時間表記（12時間制）」

は、午前・午後 0時00分（00秒）から始まります。しかし、終わりの時間は「11時59分

（59秒）」までと「12時00分（00秒）」までの二通りの考え方があります。

また、「正午」の時刻も同様に午前12時と午後 0時という二通りの考え方があります。

一方、「24時間表記（24時間制）」は、真夜中の 0時00分（00秒）から始まり、23時59分

（59秒）で終わります。24時間表記といっても終わりが24時ではないのは、24時00分

（00秒）と真夜中の 0 時00分（00秒）は重なるためです。また、時刻の表記方法を統一

するため規定された国際標準化機構では「：（コロン）」を用いた「24時間表記（24時間

制）」が採用されています。さらに、24時間表記により利用者の様子を時系列で把握す

ることができます。このようなことを踏まえると、時刻の表記方法は、原則として「24

時間表記（24時間制）」でかつ「：（コロン）」を用いることが望まれます。

 24時間表記「：（コロン）」 24時間表記「：（コロン）」

【例】 真夜中からスタートする．

 「0：00～23：59」
 0：00→6：00→8：00→12：30→18：00→21：00→23：59
 24：00 24：30 26：00
表記方法として良い例・悪い例
 6’ 6 : 00

 8° 8 : 00

 12'30〞 12 : 30

 18' 18 : 00

 21> 21 : 00

2 時刻の表記方法
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時刻の表記方法

 記録時は必ず時刻を表記

記録の際は、そのつど時刻を記入します。特に、①「利用者からの訴えがあった場

合」、②「利用者に状態の変化があった場合」、③「対応や処置を行った場合」、④「事

故が起こった場合」、⑤「利用者の血圧、脈拍、体温を測定したとき」、⑥「日中、夜間

の定時巡回や経過観察などのため利用者の居室を巡回したとき」などには、必ず正確な

時刻を記入します。

表記法法として良い例
 10：10 フロアでほかの利用者と談笑しているときに…
 20：20 ナースコールがあり居室へ行くと、…

なお、時刻の代わりに「起床時」「朝食前・後」「昼食前・後」「夕食前・後」「朝食

時」「昼食時」「夕食時」「就寝前」などの表記をする場合は、これらの表現だけではな

く、必ず正確な時刻も併せて記録することが必要です。

また、時刻の代わりに○朝、○昼、○夕、朝方、夕方などの表記（表現）は記録としては
不明確になり好ましくありません。

表記方法として悪い例

○朝 「気分はどうですか」と尋ねると…
夕方 食堂で車椅子に乗りテレビを見ているときに…

 日中、夜間の表記でよい場合

記録の際は、そのつど時刻を記入しますが、例外として、時

刻を書かないで「日中」「夜間」の表記でよい場合もあります。

例えば、特定の時刻を指すのではなく、幅広い時間帯を示す場

合です。

【例 1】・「いつも持っていた杖を持たずに日中施設内を自力で
ゆっくり歩いていた」

・「下痢が治まるまで夜間はベッドサイドにポータブル

トイレを設置した」

【例 2】・「夜間は、いずれの巡回時にもスースーと寝息を立て
ながら眠っていた」「夜間は、いずれの巡回時にも眠

っており、特に変化は見られなかった」などと記録す

る場合に用いることができます。ただし、このような

表記をする場合には、これとは別に巡回時間ごとの記

録がされていることが前提です。

 記録時は必ず時刻を表記

○○朝○
夕方

 日中、夜間の表記でよい場合
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