
R3年度版　 No.1
時間 日課の流れ A1・A3 A2・A4 A3 A4 Ｆ2 B4 備考
6:30 引継ぎ F勤より引継ぎ F勤者より引継ぎ 支援室にて ※A2・A4・B４へは口頭引継ぎ

両ユニット玄関

起床支援 水分提供 バイタルチェック リネンチェック バイタルチェック 見守り・記録

塗布薬対応 排泄支援 排泄支援

洗濯物出し（９時ま
で）

髭剃り・洗面
洗濯物だし（９時ま

で）
髭剃り・洗面

リネン出し（水のみ） リネンだし（水のみ）

7:15 歯磨きセット 歯磨きセット 見守り

7:30 配薬 配薬トレーにセット 見守り ※服薬は必ずダブルチェック
配薬トレー内ダブル

チェック
E利用者F食堂へ移

動

7:45 配膳 配膳車搬入・配膳 見守り ※エプロン使用

与薬 6名

※小分け対応

8:00 朝食 食事見守り 食事支援 食事支援 4名

服薬 （食堂全体） 3名 2名 ユニット間利用者の送迎

（） （）

※食事が始まったら2名で食堂を見守る

歯磨き 食堂片付け 歯磨き支援 歯磨き支援 見守り ※食堂への誘導はピストンで行う

下膳 配膳車返却 見守り 見守り 見守り

食堂床清掃・落薬
チェック

排泄支援 排泄支援

8:45 連絡会

記録

9:00 退勤

9:15 朝の集い 連絡事項伝達

土曜日　AM歯磨きコップ塩素消毒

身支度 身支度 身支度

9:30 日中活動 見守り
日中活動送り出

し
日中活動送り出し

※爪切り（毎週日曜日）

(休日は余暇活動） 受診ユニット業務 日中活動 受診ユニット業務 日中活動 日中活動送り出し

活動室B 活動室E 日中活動活動室E ※ユニット業務
（場合によっては

受診対応） 　（ＡＭ）

10:30 水分提供（残寮者） 　居室清掃・布団干し・洗濯・食堂準備

　（ＰＭ）

人員確認（順次） 活動より戻り次第 活動より戻り次第 　リネン交換（月～金）・洗濯

排泄支援 排泄支援

11:15 引継ぎ C4へ口頭引継ぎ 歯磨きセット 歯磨きセット 見守り

配薬 配薬トレーにセット   

11：30
配薬トレーダブル

チェック ※服薬は必ずダブルチェック
E利用者F食堂へ移

動

11:45 配膳 配膳車搬入・配膳 配膳 ユニット間利用者の送迎

12:00 昼食 食事見守り 食事支援 食事支援 食事支援・見守りF

与薬 （食堂全体） 3名 2名

（）

歯磨き支援 歯磨き支援

12:30 昼休み 　休憩 休憩 休憩 休憩 休憩

（12:30～13:30） （12：.30～13：30） 12：30～13：30 ※排泄支援
（13：00～14：

00）
（13：00～14：00）

　Kさん・Nさん・Mさん・Sさんを中心に

13:00 洗濯物仕分け

　仕分けの際、着替えのセットも同時に行う

13:30 日中活動 日中活動送り出し

(休日は余暇活動） 日中活動活動室E

受診対応・ユニット
業務

B4不在時日中
活動

受診対応・ユニット
業務

14:00 活動室E 機械浴

14:30 水分提供（残寮者）

人員確認（順次） ※排泄支援

　Kさん・Nさん・Mさん・Sさんを中心に

15:00 記録事務 記録 記録 記録 記録

15:15 退勤 退勤 退勤 退勤 （敬称略）

業務マニュアル（３課・男性ユニット）
（A1･A2・A3・A4勤務　6：30～15：15　　　　　　　　B4勤務　9：00～17:45）

参考資料９－２
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（C4勤務　11:15～20:00 、 D1勤務　12:15～21:00）
時間 日課の流れ B4 C4 D1 D2・D3 備考
11:15 引継ぎ A勤より引継ぎ ※D2・D3へは口頭引継ぎ

排泄支援

手指消毒

11:45 配膳 見守り

12:00 昼食 見守りE 食事見守り

（）

12:15 引継ぎ A１より引継ぎを受ける
食事支援or歯磨き支

援

　 食堂床掃除 見守り

落薬チェック

13:00 見守り

排泄支援 ユニット業務

利用者洗濯物しまいこみ+入浴準備

13:30 日中活動 日中活動送迎 休憩（13:30～14:30） 休憩（13:30～14:30） 日中活動送迎 湯はり

活動室E 活動室B・E

ユニット業務 ユニット業務

受診対応 受診対応

GE対応

水分提供残フロア待機者

※GE30mlは職員で対応

15:30 日中活動終了 バイタルチェック+人員確認 バイタルチェック+人員確認 休憩 ※反応便確認後は看護課へ報告

おやつ （15:30～16：30）
※入浴支援の際B勤主任が見守りへ入ること

で人数カバー

16:00 入浴① 入浴使用以外のユニット見守り 入浴支援・中介助 入浴支援・外介助

16:30

17:00 排泄支援 排泄支援

　

17:30 配薬 配薬トレーへ ※服薬は必ずダブルチェック
配薬トレーダブルチェッ

ク
食堂見守り

17:45 配膳 食事支援 配膳 配膳車搬入・配膳

服薬 与薬

18:00 夕食 食事見守り 食事見守り ユニット間利用者送迎

（食堂全体） （入口付近）

18:15 退勤

18:30 歯磨き支援 歯磨き支援

18:40 寮内見守り 食堂床清掃 排泄支援

落薬チェック

19:00 引継ぎ F1引継ぎ
引継ぎ終了後入浴支

援

入浴②
入浴使用以外のユニッ

ト見守り見守り
見守り 中介助・外介助

19:30 見守り 見守り

コップ・歯ブラシ洗浄

19:45 日誌､個人記録記入

重度加算支援シート記
入

就新前薬配薬

20:00 就前薬 退勤 与薬

就床支援

翌日分薬セット
※薬セットは服薬マニュアルに沿っ

て行う

20:30 就寝
※3人夜勤時は食洗器にて歯磨き

コップ洗浄

20:45 記録事務
重度加算支援シート記

入
重度加算支援シート

記入押印 タオル交換

日誌､個人記録記入

21:00 退勤

（敬称略）

業務マニュアル（３課・男性ユニット）
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時間 日課の流れ F1 F2 備考
17:45 見守り

18:00 夕食

Eユニット見守り

人員確認 人員確認表にて確認

19:00 引継ぎ D１から引継ぎ

入浴② 入浴支援or見守り

20:00 服薬・水分補給 与薬 就床支援 ※服薬は必ずダブルチェック

20:30 就寝 排泄・就寝支援

配薬チェック

21:00 消灯 無線機にて夜間連絡

夜間業務 ※夜間業務チェックリスト参照

※夜間巡回　1時間毎

　レインボーネット打ち込み ※生存確認　21:00　0:00　5:00

　　　・翌日勤務者

　　　・記名

　　　・生存確認の記載

　　　・記録

0:00 　金庫内確認（預り金・ジュース代）

　　　・金種表更新、印刷 ※休憩は状況に合わせて
　連絡票裏面記入 F1に準ずる

　引継ぎ表記入

　勤務者ボード更新

　検温表印刷（日曜のみ）

　トイレ清掃

　粉飴水準備（清水用）

　髭剃り充電

　洗濯

排泄支援（順次）

体位交換（必要に応じて）

5:00 ※起床した利用者から順次支援

※ポータブル使用

全体を見守れる

支援を中心として ※H：パンツに履き替え

無理のない個別支援を行なう。

6:30 引継ぎ A1へ引き継ぎ

記録事務 記録 見守り

日誌印刷・押印

6:45 退勤 （敬称略）

業務マニュアル（３課・男性ユニット）
（　F1勤務　17:45～翌6:45　　　　F2勤務　20:00～翌9:00　）


