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Kさん　女性　８２歳
（病歴）
・アルツハイマー型認知症

・老人性うつ病
・高脂血漿
（主な行動）
・易怒行動
・徘徊

時間 活動内容

７時３０分～８時３０
リビングで朝食（食事前に口腔体操を行う）
食後居室で歯磨き（職員が声かけ・見守り）

８時３０分～１０時
余暇時間（居室で休む）
（職員が居室のゴミを回収）
週に1度（職員がシーツを交換する）

１０時～１１時３０分
リビングで体操・水分補給
レクリエーション（歌唱、風船バレー等）水曜日ｸﾗﾌﾞ活動

１１時３０分～１２時３０分
リビングで昼食（食事前に口腔体操を行う）
食後居室で歯磨き（職員が声かけ・見守り）

１２時３０分～１５時
余暇時間（居室で休む）水曜日施設に来る商店でお買い物
（週３日入浴あり、職員が２階の大浴場へ誘導する）

１５時～１６時 リビングでレクリエーション（歌唱、風船バレー等）

１６時～１６時１５分
歩こう会（音楽に合わせてフロアを他利用者様と一緒に歩行する）
音楽は青い山脈や水戸黄門の歌を使用している

１６時１５分～１７時 余暇時間（リビングでテレビを観る）

１７時～１６時
リビングで夕食（食事前に口腔体操を行う）
食後居室で歯磨き（職員が声かけ・見守り）・就寝前に排泄回数の口頭確認

１８時～１９時 就寝準備（居室で過ごす）

１９時～翌朝７時３０分 夜間帯（夜勤対応時間）居室で過ごす

易怒行動の対応

ご主人様や　
職員に対して
の暴言
や暴力

洗濯について説明
した職員を濡れた
洗濯物で叩く

リビングでの他利用者
への暴言と暴力

パイプ椅子で他利
用者に殴りかかる

「テレビの中に人がいて
部屋に入ってくる」と興奮。
テレビに水をかける



平成２５年（１０月２６日）天気（雨）　Kさん　　２４時間生活変化シート

気分
時間

レクリエー
ション

活動 入
眠

ヒヤリ
ハット

面
会

不
穏

興
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１日の流れ 　具体的な様子や場面　ベッド臥床　居＝居室　リ＝リビング

テ＝テレビ　ク＝クラブ　ウ＝歌　サ＝散歩　ア＝歩こう会　　べ＝ベッド

　７ べ 朝食 ベッド臥床。朝食の声かけに「はい」と返事あり。リビングに来る

８ シーツ交換
ゴミ回収

９

１０ 体操・お茶 午前中から入浴に行かれる。声かけに対し拒否されるも、なんとか促す。

１１ 居 入浴から帰ってこられる。「ご飯来たら、来たよ」と叫んでよと言われる。

１２ 食 昼食 「ごちそうさまでした」と言われ居室に戻られる。主食、副食１０割。

１３ べ ベッドにて横になられる。

１４ 居 入浴（月・木・土） 洗濯物を部屋の中に干される。

１５ べ お茶 声かけするもリビングに来られないため、居室へお茶を持っていく。

１６ リ 歩こう会 歩こう会に参加される。その後、他利用者とリビングにてTVを見る

１７ ○ 夕食 他利用者が間違えてKさんの席に座ろうとされ、けんか腰で話す

１８

１９ ○ 夜間 １０３号室に入っている。コールマットコールにて訪室。
「この人は寝てばかりいるのよ」と声を荒げる
１１０号室、１１１号室のドアを叩き、１１２号室は鍵がかかっているの
でカチャカチャと開けようとする。「みんな、寝ていますよ」
と声を掛けるが「あんたっちが甘いから皆だめになっちゃうのよ」
と大声を出しながらこぶしで職員を叩く。居室へ誘導する。

２０

２１

２２

２３ ○

２４ ○

１ ○

２ ○

焦点情報（私ができること・できないことシート）

暮らしの場面

私がしていること 私がしていないこと

私の具体的な言動
や場面

できるために必要な支援、
できないことへの代行
安全や健康のための管
理

私ができるように支援して欲し
いこと
▲私が言ったこと
△家族が言ったこと
○ケア者が気づいたこと
ケアのヒントやアイデア

常時し
ている

場合によっ
てしている

場合によって出
来そう

もうでき
ない

できる可能性

起きる ○ ●まだ起きたくない

整容 ○ 入浴時ブラシを渡せ
ば髪を梳かす

食事 ○ 早食いで他の人が
遅いと悪態をつく

食事の片付け ○ 下膳ならできる

服薬 ○ ●ここが悪いからと頭をさす

排泄 ○ 排便の確認が必要

洗濯 ○ 洗濯機の使い方が
分らない

買い物 ○ 特定の欲しい物が
無い

お金を管理するのは難し
いが欲しいものなら可能か
もしれない

諸手続き ○ ほとんど家族が全てを行っ
ている

入浴準備 ○ シャンプー、石鹸の区別が
つかない

●入浴に必要なものがわかりま
せん
●ビオレUは私のもの

入浴時の着脱 ○ 清潔の為入浴時は確実に
着替えをする

入浴 ○ ○ 入浴事態の理解が低くなっ
た

●何？どこに行くの？

人への気遣い ○ ○ 攻撃多岐なことが多
い

小学生の訪問、息子には
気配りする

●子供・・・かわいいね

①夜間19時以降、居室前と事務所前の廊下の
電気とエアコンを消す。

冬季であった為、暗くて寒いと居室に戻る可能性

②所在確認の為、居室のドアを開ける。

③好きなポスターを1階ステーションの廊下の
壁に貼る

玄関方向ではなくステーションへ足が向くようにした

⑤主治医に相談し内服薬の調整を行う

⑥顔写真を準備

⑦館内放送で担当しているユニットに指示をいれる

⑧無断外出マニュアルを作成



岡宮グリーンヒル　施設入居者行方不明事故対策マニュアル

日中の対応 行方不明事故が発生した場合の対応 備考

施設

①行方不明事故の発生

②施設長へ報告 ユニット対応職員

③事務所　暗号放送
放送がされた際、各ユニット職員はユニット内を捜索、確
認後、事務所へ報告

④施設内で発見されない

⑤事務所職員1人を残し携帯を持ち捜索
ユニット対応者・入浴対応者以外の職員が捜索する。
捜索経路、東西南北については、捜索前に集合し決定す
る。　

捜索開始より
20分以上が経過
　　　↓
家族へ連絡（相談員）
（相談員不在の際は、課長フロアー
長）

顔写真・着衣（色・素材）
特徴をメモ書きし準備
持ち出し

⑥緊急連絡網
捜索に協力できる職員は施設に連絡

警察へ通報

夜間の対応 行方不明事故が発生した場合の対応 備考

施設

夜勤者　門扉施錠（20時～21時）
①行方不明事故の発生

②2名で施設内の捜索
発見できず
　　↓
夜勤者1名で施設駐車場付近の確認
（玄関が開いているか・門扉が開いているか）

③施設長・相談員・介護課長へ連絡
相談員状況確認後
　　　　↓
　　家族へ連絡

施設長（電話番号）
相談員（電話番号）
介護課長（電話番号）

⑥緊急連絡網
捜索に協力できる職員は施設に連絡

顔写真・着衣（色・素材）
特徴をメモ書きし準備
持ち出し

警察へ通報

岡宮グリーンヒル　施設入居者行方不明事故対策マニュアル

事務所の扉を開けて置き
玄関前の確認をできるようにした

Ｋさんが玄関へ行く

事務職員が声をかけ居室に誘導

実家に帰りたい

老人性うつ病についても
学ぶべき！

自分の気持ちが
うまく言葉にでき

ない

どのようなことが言いたいのか。
どのようなことがやりたいのか。

訴えを聴き
しっかりと向き合う

感情で
訴える



ご清聴ありがとうございました。


