
! ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。  
TEL 053-489-9850 　       (9時～18時) 
shop@sprayart-xin.com    (24時間受付) 
静岡大学発ベンチャー企業・株式会社スプレーアートイグジン
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年齢 88

性別 ⼥性

介護度 2

認知症の種類 レビー⼩体型認知症

認知症⾃⽴度 Ⅲa

寝たきり度 A1

⽣活状況

⽇中は、昼間のソファーか縁側の椅⼦に腰かけてテレビや新聞などを⾒て過ごす。調理は⼀切せ
ず、嫁が持ってきた昼⾷を温めて⾷べたり、⼣⾷は配達された弁当を⾷べたりしている。室内は杖
なしでゆっくりと歩く。（室内は⼿すりあり）外は杖で歩⾏。⼩物の洗濯は⾃分でしている。⼊浴
は、デイサービスで⼊る。

⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

4/20 10:10 20
○体操をみなさんと笑いな
がらされている。

●⼿が震えるため字も上⼿く書
けないと話される。

●出来ないこともあるけれど頑張
って出来るようになりたい。 
○体操をみなさんと⾏い少しでも
腕の筋⼒をつけて頂く。

4/23 13:00 10
○居室で横になり休まれて
いる。 ●もっと体を動かしたい。

○デイサービスの器具をお貸しし
て、運動をし、⽇々の⽇課や活⼒
に繋げて頂きたい。

4/26 18:30 15
●居室にて「家族と連絡が
取りたい」と話す。

○⼊居して間もないため不安が
多い。 
●⻑くここにいると思わなかっ
た。

●着るものや要らないものを電話
で伝えたい。 
○⻑く⼊所すると思っていなかっ
たため着物が⾜りるか考えてい
る。ご家族に確認をとり電話をし
ていただく。

4/30 13:10 20
●ホールで「運動がした
い。体を動かしたい」と話
す。

○デイサービスの頃より運動量
が減っている。感染症の影響が
あるためデイサービスで定期的
に⾏う体操などが⾏えない。

●「⽴っていると疲れる。フラフ
ラを直すため腕の筋⼒をつけた
い。前より疲れやすく感じる。」
と話す。 
○座りながらでも⾏える運動を⾏
う。定期的にグループホーム内を
散歩できるようにお誘いする。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を４日分、記録します。

4月16日 ～ 5月30日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

5/7 10:00 30 ●「あたしのランドセルはお下が
りだったかね？。昔はみんなと遊
んで楽しかったよ。」と⼊学式の
頃を思い出される。

○曾孫が⼊学式があることもあ
り、⾃分と重ね合わせている。
時期も丁度良く話が良く広がっ
た。

●「曾孫の⼊学式に出たかっ
た。」⼊学式

5/9 9:00 15 ●「私は畑仕事が忙しくて遊びも
勉強も出来なかったよ。」笑いな
がら話される

○戦時中だったこともあり、家
の⼿伝いが⼤変だった。周りの
⼦供たちもお⼿伝いが忙しく遊
ぶ暇はなかったと思われる。

●「当時に戻れるなら、お⼿
⽟や⾊んなことを友達と遊び
たいね。」と話される。昼休み

5/13 9:25 15 ●「路地裏みたいなとこは無かっ
たけど、友達とままごとなんかし
てよく遊んでたよ。」と他者と思
い出しながら話される。

○遊びが好きな好奇⼼旺盛な⽅
なので、他者と馴染みやすく友
達を⼤事にしていた

●レクリエーションに積極的
に参加していただき昔のよう
に遊んでいただく。⽇々のマ
ンネリ化を防ぎ、毎⽇新鮮な
気持ちでいていただく。

路地裏

5/15 15:20 15 ●「昔は今と違って全部⽊の学校
だったからね。⼩学⽣の頃が懐か
しいね。」

○最近の記憶より、⼩さい頃の
記憶の⽅がより鮮明に覚えてい
る

○お互いの学⽣時代の話を
し、⼊居者様の会話の幅を広
げる。教室

5/19 15:10 15 ●「昼休みが楽しみだったよ。で
も、たばこを作ってたからあんま
り遊べなかったよ。」と話され
る。

○今と違い仕事の⼿伝いや農業
などすることが多かった。遊び
たい⼦も遊べなかったという⽅
もいる。

○施設内や外出で交流ができ
る場⾯を増やしていく。その
中で、職員が⼊り対話の助け
をする。

5/21 15:35 15 ●「夏祭りやら家族の集まりなん
か楽しいから好きだったよ。夏祭
りは⾏くだけで楽しかった。」と
笑顔で語られる。

○遊べる場など今のように充実
しているわけではなかったた
め、⾏事ごとの催しものが楽し
みだった。

○⽉ごとに催しものなど⾏事
イベントを⾏い、楽しんで頂
く夏祭り

5/25 15:05 15 ●「私の家にも⿊電話があった
よ、丸いテーブルを囲んで⾷べて
た。」と今の家の環境と⽐べなが
ら話していた。

○昔はテレビもなく、テレビが
ある家まで⾒に⾏ったりと環境
が⼤分違った

●今はみんなとご飯も⾷べて
体操したり楽しいから、これ
からも元気で⽣活したい。茶の間

5/28 13:10 20 ●「昔はお⽶を炊くのも釜で⼤変
だったよ。お⺟さんの⼿料理が懐
かしい。」と話される。

○⼩さい頃に⾷べていた料理や
味など家族で⾷べていた思い出
は深く印象に残っている。

○「今はおいしいご飯が毎⽇
⾷べれるから幸せよ。」と話
される。茶の間

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

１ヶ⽉⽬  ミッケルアートを使って、その時の様⼦を８⽇分、記録します。

5月1日 ～ 5月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

6/5 15:30 20 ●「私の家の近くにも藤の花があ
って毎⽇⾒ていたよ。でも、歩く
のが疲れるからもういい。」と話
す。

○⽇中横になっていることが多
く、筋⼒も落ちてきている。

●「ウォーターベッドやリハ
ビリなど出来たら毎⽇したい
ね。」と話す。藤棚

6/9 10:20 15 ●「昔はこんな⾼くなかったよ。
今は値段が全然違う。」と驚きな
がら話される。

○買い物に⾏くことがなくなり
昔と値段の違いをあらためて知
った。

●「また買い物に⾏けるよう
にリハビリを頑張りたい」と
話す。⼣飯の買い物

6/11 15:10 15 ●「洗濯も川まで⾏って、お⾵呂
の時は⽔を汲みに⾏ったりほんと
に⼤変だったよ。」と話される。

○家庭を持つと家事をほとんど
⼀⼈で⾏っていた為、⼤変だっ
た

●「洗濯もご飯も全部してく
れるからありがたいよ。」と
話す。お⾵呂と洗濯

6/13 9:20 20 ●「釣りも私は⽔着も着たことな
いよ。もう今は恥ずかしいから着
れない。⿂が好きじゃないから
ね。」と話す。

○もともと⿂嫌いなこともあり
海などの場所と関わることが少
なかった。

●「釣りもやりたくないし疲
れるからここにいるのが⼀番
だよ」と話す。海沿いの松並⽊

6/16 15:00 20 ●「昔はほとんどの⼈がかまどで
⼤変だったよ。お⾵呂わかしたり
ご飯の時も薪をいれたり。」近く
の⽅と話をしながら語られる。

○同じ年代でも薪で⽕をつける
⽅、ガスを使う⽅など違いがあ
った。

●「もう疲れるから薪も⽔汲
みもしたくないね。今はなん
でも便利だからいいけど。」
と話す。お⾵呂と洗濯

6/21 9:30 20 ●「英語なんてもちろん最初はな
かったからね。勉強があんまり好
きじゃなくて苦労したよ。」と話
す。

○今はダンスが必須科⽬だった
りと学ぶことも違いが出てきて
いる。

●「勉強はあまりしたくない
からこのままゆっくり過ごし
たいね。」と話す。教室

6/27 10:15 15 ●「洗濯がほんとに⼤変でね、特
に⼿で絞るしかなかったから疲れ
たよ。今はなんでも機械がしてく
れるから楽よ。」と話す

○川に洗濯に⾏かれたり、⽔を
くみに⾏かれたりと今の⽅々と
⽐べてとても苦労をされてい
た。

●「昔は⼿の握⼒もあったん
だけど今は⼒が⼊らなくなっ
てきてしまった。」と話す。
字を書く練習や握⼒を使う動
作を促す。

お⾵呂と洗濯

6/29 15:30 20 ●「私の家はテレビはなかった
よ。⾒る暇もなかったからね。」
と話す。

○家事に追われ、ゆっくりする
時間は少なかったと思われる。

●「今はすぐ疲れるしご飯を
⾷べたらゆっくりしたい。体
操やリハビリはしていきた
い。」と話す。茶の間

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

２ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。

6月1日 ～ 6月30日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

7/3 9:15 20 ●「海は近かったけど家事も忙し
かったし、こういう歩けるところ
はなかったよ。」と話す。

○⼦供も多く家事に追われる
⽇々を過ごしていた。今では誇
りに思われている

●「たまには気分転換に散歩
ができたらいいね。」と話す海沿いの松並⽊

7/5 11:00 20 ●「私はこういう場所はなかった
けど、アイスキャンディーは買っ
てたよ。好きだったからね。」と
話す。

○お⼦さんが四⼈いることもあ
り⼤⼈になってからは⾏く機会
がなかった

●「今は歩くと疲れるから⾏
きたくないけど元気で過ごせ
るのが願いだね。」と話す。駄菓⼦屋

7/8 11:30 10
●「夏祭りは息⼦達を連れて⾏っ
てたよ。わたがしなんかも⾷べ
て」と周りの⽅とも話しながら思
い出す

○夏祭りは年齢関係なく楽しめ
る。⼦供の頃⾏っていた景⾊と
⼦供を連れて⾏く際の思いの違
いを感じた。

●「そうね、夏祭りもいいけ
どたまには散歩とか外を歩き
たいね。今は仕⽅ないのはわ
かってるんだけどね。」と話
す。

夏祭り

7/12 11:00 20 ●「私は洗濯でしか川には⾏かな
ったよ。⿂釣りの⼈もいたけど私
は⿂が嫌いだからね。」と話す。

○⼦供が多く洗濯物を終わらせ
るので精⼀杯だった

「なかなか会えないけど今で
も娘が顔を⾒せにきたりして
くれるから嬉しい。」と話
す。近所の川

7/13 10:10 20 ●「川遊びはしなかったから縄跳
びや⾍取りなんかして遊んでた
よ。１９歳で結婚してたし遊んで
なかったね。」と話す

○今と違い遊びの種類も限られ
ており、近場で遊ぶしかなかっ
た。

●「勉強も全然してこなかっ
たけど昔はそれでも⽣活でき
たからね。のんびり⽣きてい
ければいいね。」と話す。⾥⼭

7/16 10:15 20 ●「この辺の⽔は綺麗だからね。
川と⾔えば洗濯しかしてなかった
ね〜。家族も多くて⾃分でしない
と⾏けなかったからね。みんな忙
しかったんじゃないかな。」と周
りの⽅と話す。

○昔の⽅は全てを⾃分の⼿で⾏
わないといけなかったため、時
間に余裕がなかった。

●「そうね。このまま元気に
過ごしてたまに帰れたらいい
ね。」と話す。⽤⽔路

7/20 11:10 20 ●「⼩さい⼦はかわいいよね〜四
⼈⼦供がおったからたいへんだっ
たけどね。」と周りの⽅と話す。

○⼦供が多く苦労をしてきたが
今ではいい思い出になってい
る。

●「今ではなかなか会えない
けどたまに顔を⾒せにくるか
ら⼗分幸せだよ。」と話す。⼊学式

7/25 10:40 20
●「私の部落では⼩学校で夏祭り
があるんだけど、⼩さい頃は出店
もなかったよ。」と話す

○他の⽅は出店はあったらしく
驚いていた。

○今では疲れるから⾏きたく
はないと話すが、みなさんが
いつも何かしてくれるから楽
しいと話される。夏祭り

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

7月1日 ～ 7月31日

３ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

8/2 10:40 15
●ホールに出てきて、コーヒーを
飲みながら他者と会話をされる。

○周りの⽅達と慣れてきて会
話も増えてきている

●「毎⽇楽しいからいい
ね。」と話す。

8/4 10:35 20
●ご家族が持ってこられた点つな
ぎに集中される。

○最近はやり始めたら積極的
に⾏われる。

●「やり始めたら最近楽しく
て。」と話す。

8/6 10:40 20
●ニュースを⾒られご⾃⾝から話
しかける姿が⾒られる。 ○環境に慣れてきている。 ●「笑って過ごしたい。」と

話す

8/13 9:45 25
●朝ごはんを⾷べ、穏やかに過ご
される。

○落ち着いた時間が増えてき
ている。

●元気で好きなものを⾷べて
いきたい。

8/17 9:45 20 ●⾷後の運動をされている。 ○⾃主的に運動をされる場⾯
が増えてきている。

●周りの⽅と元気に⽣活して
いきたい。

8/19 10:00 20 ●⾷後、他者と談笑される ○積極的に話をされている。 ●楽しく毎⽇⽣活していきた
い。

8/23 9:30 25
●野球の話や世間の話を他者とさ
れる。

○笑顔で過ごされる場⾯が増
えてきている

●毎⽇笑って⽣活していきた
い。

8/29 9:50 20 ●「夏も終わりだね。」と話しか
けて下さる。

○冗談を⾔われる事が増えて
きている。

●「外には出れないけど笑っ
て過ごさないとね。」と話
す。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

4ヶ月目 　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を８日分、記録します

8月1日 ～ 8月31日
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◯回⽬の評価 1 2 3 4

評価予定⽇ 4/30 5/31 7/31 8/31

評価実施⽇ 4/30 6/7 7/5 8/2

1 同じことを何度も何度も聞くことがある 3 2 2 1

2 よく物をなくしたり、置場所を間違えたり、隠したりする 2 2 1 1

3 ⽇常的な物事に関⼼を⽰さない 3 3 3 2

4 特別な理由がないのに夜中起き出す 0 0 0 0

5 特別な理由がないのに、⼈に⾔いがかりをつける 0 0 0 0

6 昼間、寝てばかりいる 3 3 2 2

7 やたらに歩き回る 2 2 2 1

8 同じ動作をいつまでもくりかえす 2 2 1 0

9 ⼝悪くののしる 1 1 1 0

10 場違いあるいは、季節に合わない 不適切な服装をする 2 2 2 1

11 世話をされるのを拒否する 2 2 2 1

12 明らかな理由がなしに物を貯めこむ 2 2 1 1

13 引き出しやタンスの中⾝を全部だしてしまう 2 2 2 1

合計点 24 23 19 11

評価点 評価 １週間に例えると
０点 　全くない -
１点 　ほとんどない 　週１日ある
２点 　ときどきある 　週２日ある
３点 　よくある 　週3～４日ある
４点 　常にある 　ほぼ毎日ある
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Q.1 コミュニケーションは、どのように変化しましたか？ 
  ・事前評価期間 は、 
    本⼈から職員に話しかける事や、冗談を⾔われる事が増えた。コミュニケーションをとる場⾯が増えてい 
    る。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施⽇ は、 
    笑顔が増え、周りの⽅と共通の趣味を⾒つける事ができた。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施しない⽇ は、 
    話す話題が⾒つけにくいのか、話す機会も実施する⽇より減っている。 

Q.2 趣味趣向について、どのようなことがわかりましたか？ 

  ・やりたいこと      家族と旅⾏に⾏きたい。疲れるから⼤変だろうけど。 

  ・⾷べたい物       いつもの⾷事で満⾜されているが、家族とご飯に⾏きたい。 

  ・⾏ってみたい場所    花を⾒に⾏ったりみんなと散歩に⾏ったりしたい。 

  ・⼤切にされていること  元気で毎⽇笑顔で周りの⽅々と⽣活していくこと。 

Q.3 ミッケルアートを使うときに、⼼がけていることや、⼯夫されていることは？ 
    なるべく利⽤者の⽅から発⾔していただくように⾔葉選びをしてます。表情や反応をしっかり判断し、話の 
    進⾏を⾏う。 

Q.4 周辺症状は、どのように変化しましたか？ 
    ご本⼈から話しかけてくださることが増えた。少し前の事なら、これまでより覚えている事が多くなった。 

  
Q.5 ⾃由記述（感想や気づき） 
    ちょっとした会話の中に、⽇々のケアに活かせる情報が多く含まれていることを感じた。
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年齢 90

性別 ⼥性

介護度 3

認知症の種類 レビー小体型認知症

認知症⾃⽴度 Ⅱｂ

寝たきり度 B1

⽣活状況

平成21年頃に気分が落ち込み不眠、集中力低下がみられるようになる。パプリカという組織に支配
されている。など被害妄想を訴える。厚地脳神経外科を受診し、レビー小体型認知症の診断を受け
る。

⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

6/16 10:00 10
○ホールでテレビを観ながらゆっ
くりされていた。 ○夜間、良く眠っていた。

○時々不眠の時があるので夜
間はしっかりと睡眠をとり、
⽇中活動的に⽣活して欲し
い。

6/20 10:00 15
○⽇中は⼊浴。⼊浴後はお茶を飲
み、他利⽤者と楽しく会話をされ
ていた

○⼊浴後スッキリされた様⼦だ
った

○もっと他利⽤者と楽しく笑
顔で会話をして欲しい。

6/23 15:00 10
●ホールに居ても「部屋に帰る」
と何度も訴えがあった。

○夜間あまり眠っていない為、
ベットに横になりたいと訴えて
いた

○何度も部屋に戻ることがあ
るので、もう少し他の⽅と話
を楽しんでほしい。

6/26 15:30 10
●「部屋に忘れ物をした」と⾔い
取りに⾏かれる。

不安が⽣じている為、何度も部
屋に戻っていた。

○取りに⾏ったことを忘れな
いように、⼀緒に確認をして
安⼼させる。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

 ＜記号の意味＞ 
   ⽂章の始まりには、次の記号をつけます。 
  ●評価対象者が⾔ったこと、△家族が⾔ったこと、◯ケア者が気づいたこと

　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を４日分、記録します。

6月16日 ～ 6月30日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

7/5 10:30 30 ●「アイスキャンディーを買いに
昔はよく⾛っていた」「⾒ていた
ら久しぶりに⾷べたくなった。」

⻑らく⾷べていない事 ○アイスを買ってきて欲しい
駄菓⼦屋

7/10 10:00 20 ●「⽥んぼだ」          
 ●「アイスキャンディーを⾷べ
られるのが楽しみだった

⻑らく⾷べていない事 ○アイスを買ってきて欲しい
⽥んぼ

7/11 15:30 40 ●「懐かしいね」         
 ●「たくさん⾦⿂がいるね」

⾃分が経験されたことを昔の映
像と重ね映像を観ていた。 ○夏祭りにまた⾏きたい。

⾦⿂すくい

7/15 10:00 20 ●「野菜がたくさん」       
 ●「きれいな川に⿂が泳いで
る」

昔の事を思い出しているのでは
ないかと考えられる。

●たまには外に出かけたいと
⾔っていた。農作業

7/20 14:30 10 ●「ラブレターはよくもらってい
た」と嬉しそうに話す。恥ずかし
くなり⾃分の部屋に戻られた。

昔の事を思い出して笑ってい
た。

恋の話は楽しそうに話してい
た。教室

7/22 10:00 20 ●「⿂を素⼿で掴むなんて難し
い」   
●「⿂を焼いたこともない」と映
像を不思議そうに⾒られる。

⾃分が経験されたことを昔の映
像と重ね映像を観ていた。

●いつか⿂を焼いてみたいと
⾔っていた。川遊び

7/25 10:20 30 ●「通信簿を⾒せるのは嫌だっ
た」と苦笑い。その後トイレに⾏
かれた。

⾃分が経験されたことを昔の映
像と重ね映像を観ていた。

●私たちの頃の学校は厳しか
ったんだよと険しい表情で話
されていた。通信簿

7/30 10:00 20 ●「映像が⼩さくて⾒にくい」と
⾔われ部屋に戻っていった。

○情報量が多くて少し⼾惑って
いたのではないか。

映像を⼤きくしてから観察を
する。通信簿

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

１ヶ⽉⽬  ミッケルアートを使って、その時の様⼦を８⽇分、記録します。

7月3日 ～ 7月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

8/16 15:30 20 ●雑⼱がけが得意だった    
  ●ランドセルが重たかっ
たと楽しそうに他利⽤者と話
されていた。

昔の事と⾃分を重ねて思い出
していた。

○映像がごちゃごちゃし
ている場⾯が何回かあ
り、⽬がウツロウツロし
ていた。

教室

8/17 10:30 10 ●きれいな川だ。ここで泳い
でみたい。と笑っていた。

映像を観て昔の⾃分と⽐較
しているようだった。 絵に夢中だった。

近所の川

8/19 10:00 10
●夏休みが⼀番好きだった。
懐かしいね。とほほ笑んでい
た。

昔の事と⾃分を重ねて思い
出していた。

●⼩学⽣に戻りたいね、
またあの重たいランドセ
ルを背負って学校に⾏き
たい。このころが⼀番楽
しかった。と話される。

夏休み

8/22 1:00 10 ●「ランドセルなんてあった
け」と楽しそうに話される。

ランドセルを懐かしそうに
⾒ていた。

●あの頃は若くて楽しか
ったね。」と笑顔で話さ
れる。教室

8/24 10:00 20
●「花⽕は⼤好きだった。」 昔の事と⾃分を重ねて思い

出していた。

●「花⽕が⼀番の楽しみ
だったんだ。」と楽しそ
うに話される。縁⽇

8/26 15:30 30 ●「チョコアイスが好きだっ
た」

昔の事と⾃分を重ねて思い
出していた。

●「ここはアイスは出な
いの？」と何度も話して
いた。駄菓⼦屋

8/28 15:00 20
●「川がきれいだ」 絵を⾒て昔の⾃分と重ねて

いた。 ●また川で遊びたい
近所の川

8/30 14:30 15

●「よく川で夏は⽔遊びをし
ていたよ」

昔の事を思い出して懐かし
そうに笑っていた。

○昔の映像を⾒せ、もう
少し脳の活性化につなが
るように、定期的にこの
ような映像をみんなで⾒
て楽しんでもらいたいと
思う。

近所の川

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

２ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。

8月1日 ～ 8月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

9/2 10:00 15 ○旅⾏などは昔よくされていまし
たか？と聞くと、●「よく⾊々な
所に出かけていたよ」と楽しそう
に話される。

○旅⾏に⾏ったらどこに⾏って
みたいですか？と聞くと、「砂
蒸し温泉に⾏ってみたい」と話
される。

●「元気になったら旅⾏に⾏
きたい」と⾔っていた。旅⾏

9/6 10:00 10 柿の映像を観て「よく⾷べてい
た」と⾔っていた

昔の事を思い出したと考えられ
る。

●「柿が⾷べたい」と⾔って
いた。ご近所

9/12 10:30 10 ●「私は体を動かすのは好きだけ
ど運動は苦⼿」と話していた。

昔の事を思い出したと考えられ
る。

●「もう運動とかしたくはな
い」と⾔っていた。教室

9/15 10:00 10 髪が短い⼥の⼦を⾒て●「昔から
ずっと今の髪型だよ」と恥ずかし
そうに話される。

昔の⾃分と重ねて思い出してい
た。

●「昔は髪が⻑い⼦はあまり
いなかったよ」と話される。教室

9/20 10:00 10
●「電⾞が懐かしい」  昔の映像を観て⾃分と重ねて思

い出されていた。
●「いろんな電⾞に乗ってみ
たい」と⾔っていた。電⾞

9/23 10:00 10 郵便ポストを指差していたので映
像を⽌め話を聞いてみると、●
「よく⼿紙を書いて、出しに⾏っ
てたんだ」と楽しそうに話され
る。

昔の事を思い出して懐かしそう
に笑っていた。

○昔の⼈はよく⼿紙を書いて
いたりしたんだなと映像を観
ながらいろいろと話を聞くた
び、勉強になる。

ご近所

9/25 10:00 10 ●「バリカンなんてしたこともな
いよ」と笑って話される。坊主に
してみたいですか？と尋ねると
「似合うかしら」と⾔っていた

昔の映像を観て⾃分と重ねて思
い出されていた。

○もう少し他のご利⽤者の⽅
と接し笑顔を増やして欲し
い。丸刈り

体調不良の為不参加

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

9月1日 ～ 9月30日

３ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

10/4 10:00 30
お⽉⾒              
●「きれいな⽉ね」と感動されて
いた。

昔よく⾒ていたものを思い出
して懐かしく思っていた。

●「⽉を眺めながらご飯を⾷
べたいね」と話していた。

10/9 15:30 10
お⽉⾒              
●「⽉にウサギがいる。」と興味
を持っていた。

昔の事を思い出して笑ってい
た。

●「みんなでたまには踊った
りしたい。」

10/11 10:00 10

お⽉⾒              
○⽉の模様はどんな模様でした
か？と質問すると         
  ●「お尻の形に似てるよね」
と笑っていた

丸い⽉の映像を観て「お尻」
を連想されていた。

○ユーモアな回答をされてい
た。他のご利⽤者と会話をす
る場を設け、もっとたくさん
笑顔を⾒たい。

10/13 10:30 20

お⽉⾒              
割烹着を着ている⼥性を指差して
いたので、映像を⽌め話を聞く
と、「割烹着をよく私も着ていた
んだ」と楽しそうに話されてい
た。

知っている物を⾒つけ、他の
ご利⽤者に話されていた。

○もっとこのような機会を設
け、脳の活性化に繋がればい
いなと思う。

10/15 10:00 10
お⽉⾒              
「歌が流れると⼿だけ動かして踊
りを踊っていた」

知ってる歌が流れて嬉しそう
だった。

○たまにはカラオケ⼤会など
をするのもいいと思った。

10/16 10:00 15

お⽉⾒              
映像を観ていると、●「トイレに
⾏きたい」と訴えがあり参加拒
否。

○事前にトイレに⾏かれるよ
うに促す。

○もっとテレビの画⾯を⼤き
くして、わかりやすく⾃分が
ジェスチャーしながらすると
もっとみんな集中してくれる
んじゃないかと思った。

体調不良の為に不参加。

体調不良の為に不参加。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

4ヶ月目 　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を８日分、記録します

9月1日 ～ 9月30日
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◯回⽬の評価 1 2 3 4

評価予定⽇ 6/30 7/31 9/30 10/31

評価実施⽇ 6/26 7/30 9/30 10/16

1 同じことを何度も何度も聞くことがある 1 1 1 1

2 よく物をなくしたり、置場所を間違えたり、隠したりする 0 0 1 0

3 ⽇常的な物事に関⼼を⽰さない 1 1 1 1

4 特別な理由がないのに夜中起き出す 3 3 3 4

5 特別な理由がないのに、⼈に⾔いがかりをつける 0 1 1 0

6 昼間、寝てばかりいる 1 1 1 0

7 やたらに歩き回る 0 0 0 0

8 同じ動作をいつまでもくりかえす 0 0 1 1

9 ⼝悪くののしる 1 1 1 1

10 場違いあるいは、季節に合わない 不適切な服装をする 1 1 0 0

11 世話をされるのを拒否する 1 1 1 1

12 明らかな理由がなしに物を貯めこむ 0 0 0 0

13 引き出しやタンスの中⾝を全部だしてしまう 0 0 0 0

合計点 9 10 11 9

評価点 評価 １週間に例えると
０点 　全くない -
１点 　ほとんどない 　週１日ある
２点 　ときどきある 　週２日ある
３点 　よくある 　週3～４日ある
４点 　常にある 　ほぼ毎日ある
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Q.1 コミュニケーションは、どのように変化しましたか？ 
  ・事前評価期間 は、 
    どんなことをするのか分からず、不安な表情をされていた。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施⽇ は、 
    昔の事を思い出しながら、笑顔も⾒られた。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施しない⽇ は、 
    他ご利⽤者との会話があまり⾒られなかった。 

Q.2 趣味趣向について、どのようなことがわかりましたか？ 

  ・やりたいこと     ⾃分の⾜で散歩をしたい。 

  ・⾷べたい物      好きな⾷べ物を⾷べたい。 

  ・⾏ってみたい場所   昔よく⾏っていた思い出の所に⾏きたい。 

  ・⼤切にされていること 昔の事を忘れないように 

Q.3 ミッケルアートを使うときに、⼼がけていることや、⼯夫されていることは？ 
    話をじっくり聞いてあげたり、⾔葉遣いに注意したりして取り込んでいた。 

Q.4 周辺症状は、どのように変化しましたか？ 
    帰りたい願望が強かったが、これを実施後は他の話を⾃分からしてくれるようになった。 

Q.5 ⾃由記述（感想や気づき） 
    笑顔が少しは増えたので良かった。
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年齢 84

性別 ⼥性

介護度 4

認知症の種類 レビー⼩体型認知症

認知症⾃⽴度

寝たきり度 B1

⽣活状況
令和２年３⽉に⾃宅で転倒し、腰椎圧迫⾻折で⽇本⾚⼗字病院に⼊院。発熱し、意識消失が度々⾒
られ、リハビリが出来ず今村総合病院に転院。さらにリハビリ⽬的で⼤勝病院に転院される。

⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

7/17 ○ベッドにて⼊眠
○夜間帯寝れていないのか、眠
りすぎて眠たいのか。

○（特に時間の）⾒当識をつ
け、時間に合った過ごし⽅を
する。

7/20
○ソファーで傾眠。 
○5分後横に座っているご利⽤者
様とテレビ鑑賞。

○夜は眠れていたと話される
が、眠りが浅かったと考えられ
る。

○声を掛けると覚醒するた
め、本⼈が興味あるものを提
供する。

7/25

○おやつを⾷べる。 
○ご利⽤者様は（対象者を含め）
テーブルに4⼈、会話有。（話が
かみ合っていない様⼦。）

○対⾯の⽅と話しているのか、
同じテーブルの⽅と話している
のか、本⼈⾃⾝が分かっていな
い様⼦。

○対⾯のご利⽤者様もしくは
職員が会話を広げ、発語を促
す。

7/29
●（おやつをなかなか⾷べられ
ず、声を掛けると）これは私のじ
ゃないと⾔われる。

○周りを⾒て、違う形状のおや
つに対し、違和感があるのか。

○介護者から声掛けをしない
と本⼈の意思を話さないた
め、本⼈の声なき声に気付
く。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を４日分、記録します。

7月19日 ～ 7月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

8/2 15:00 15 ●住んでいる地域は六⽉灯があっ
た。 
●すり氷（かき氷）をよく⾷べて
いた。

○祭りが好きだと話される。 ●かき氷を⾷べたい。
縁⽇

8/4 15:00 20 ●若いころ、⿂を商店まで⾃分で
買いに⾏き、⾷べていた。

○（左記の話から）若いころ家
事全般を⼀⽣懸命にしていたこ
とが伺える。

聞き出せず。
茶の間

8/7 15:00 20 ●昔は⽇の丸弁当の検査があった
よ。好き嫌いはなかった。

○（⾷事摂取量）全量摂取が多
い理由の1つとして、好き嫌い
がないこともあるのか。

聞き出せず。
教室

8/10 15:00 10
○絵を⾒ても、ピンと来ていない
様⼦。

○縁⽇の絵の中の着物を着てい
る⼥性を⾒て、この着物綺麗ね
と話される。

聞き出せず。
縁⽇

8/15 14:45 15 ○絵の中の⼈物を⾒て、誰が誰
（例：これはお⽗さん）と指をさ
し、答える。

○⼈の性別・表情で顔の認識が
可能。もしくは⾃分の家庭環境
に似ていたから答えやすかった
のか。

聞き出せず。
教室

8/19 15:05 10 ●休み時間は庭で⼤縄跳びをして
遊んでいた。

○学⽣時代は体を動かすことが
好きだったと話される。 聞き出せず。

教室

8/22 15:05 15
○絵に対して即答。

○すべて過去に使っていたもの
だからと話される。茶の間

8/27 15:00 15 ●（洗濯機の絵を⾒て）昔は川ま
で選択肢に⾏ったんだよ。

○⾃宅周囲は、⾃然が多かった
との事。洗濯

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

１ヶ⽉⽬  ミッケルアートを使って、その時の様⼦を８⽇分、記録します。

8月1日 ～ 8月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

9/4 14:30 30 ○動画を頷きながら鑑賞してい
る。

○普段より⾃発語が少ないが、
昔のことを思い出してか発語が
多くなっている。

●もう⼀度⾃宅近くの駄菓⼦
屋さんに⾏きたいと話され
る。駄菓⼦屋

9/7 14:30 30 ●昔は⽥舎だからよくお⼿伝いを
したよ。

○ミシンや井⼾⽔の運送シーン
から昔を思い出したのか。 ○聞き出せず。

お⾵呂と洗濯

9/10 14:30 30 ○話し掛けると頷く程度。⾃発語
ほとんどなし。 ○⾒る事に集中しているのか。 ●（⼱着を）⻑く使いたい。

⼊学式

9/13 14:30 30 ●最近は、スイカは⾷べていない
な。

○昔はよく、スイカを⾷べてい
た、好物だと話される。 ●スイカを⾷べたい。

⾥⼭

9/18 14:30 30 ●「アジサイは⽥舎に余計あるん
だよ。」

○アジサイの場⾯が実家と重な
ったか。 ●家に帰りたい。

アジサイ

9/20 14:30 30 ○眠たいのか発語なく、傾眠傾向
にあり。 ○昨⽇不眠の為か。 ●聞き出せず。

昼休み

9/24 14:30 15 ●⽝より猫がかわいいよね、あな
たはどっちが好き？と話される。

○家の周りにはネコが多かった
と話される。 ●猫を⾒たい。

⽤⽔路

9/28 14:30 15 ●今はかき氷は⾷べたくないな。 
 もう年だからねえ。

○⽢いものはあまり好まない様
⼦。

●ウナギが美味しそう。⾷べ
たい。⽤⽔路

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

２ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。

9月1日 ～ 9月30日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

10/3 14:30 15 ○出てくる野菜を指差し、読み上
げる。 
●⿅児島に朝市はあったが、⾏っ
たことはなかった。家の畑で野菜
をたくさん育てていたよ。

○今回新たに家庭栽培していた
ことを話される。

●家で育てた野菜を⾷べた
い。朝市

10/4 14:30 15
●この⿂、とてもおいしそうね。 ○独⾃の家庭調理法がある。好

き嫌いはないと話されていた。 ●また⿂を⾷べたい。
朝市

10/9 14:30 15 ●⽵藪はうちの周りにもたくさん
あるよ。

○⾃宅は⽥舎だと以前に話され
ていた。 聞き出せず。

お寺と⽉

10/12 14:30 15
●⽉は部屋からよく⾒えるよ。 ○⼀昨⽇に満⽉あり。⾒たと話

されていた。 聞き出せず。
お寺と⽉

10/17 14:30 15 ●切⼿を買うまでの流れはよく知
っているよ。

○汽⾞で学校に通っていたとの
事

●孫がいるからまた汽⾞に乗
って会いに⾏きたい。鉄道の旅

10/19 14:30 15
●昔はマツタケ取っていたなあ。 ○家のそばの⼭まで取りに⾏っ

たと話される。
●今はもう便利だからスーパ
ーで買って⾷べたいなあ。お⽉⾒

10/24 14:30 ●お⽉⾒はみんなでよくしていた
よ。

○家族他、町内会で餅つき等し
ていたと話される。 ●お団⼦を⾷べたい。

お⽉⾒

10/28 14:30 15 ●洗濯物は川や井⼾⽔で洗ってい
たよ。

○⾃宅に井⼾⽔があると話され
る。 聞き出せず。

ご近所

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

10月1日 ～ 10月31日

３ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

11/2 9:00 10 ●朝⾷前に⾝だしなみを整える。 ○昔からの取り組みが継続さ
れている。

●⾝だしなみはしっかりした
い。

11/3 11:30 10 ●嚥下体操に参加されている。

○テレビにて流れている体操
に合わせ、取り組む。⾝体を
テレビの⽅へ向けると、積極
的に参加する。

●運動は⼤事よね。

11/8 12:00 10 ●昼⾷をとる。

○むせ込みなし。本⼈のペー
スで召し上がってはいるが、
⾞椅⼦と机の距離が離れてい
る為に介助する。

●残さずにご飯を⾷べたい。

11/9 14:00 10 ●職員の介助にてオムツ交換を⾏
う。

○定時で介助に⼊る。側臥位
の際に、柵を握るなどの協⼒
動作あり。

聞き出せず。

11/10 10:30 10
●昼⾷の時間ギリギリまで横にな
っていたい。

○昨⽇の睡眠時間が⾜りなか
ったのか。 聞き出せず。

11/15 15:15 10 ●「お茶菓⼦が出るの。」と嬉し
そうに話す。

○毎⽇お茶の時間を１０時と
１５時に設けている。（１５
時はお茶菓⼦付き。）

●美味しいものを⾷べたい。

11/20 18:00 10 ●⼣⾷後ゆっくり過ごされる。 ○⾷事スピードはゆっくり
め。 ●⾃分でご飯を⾷べたい。

11/21 19:15 10 ●就寝の準備をする。 ○⼝腔ケア・就寝前の整容を
⾏う。⼀部介助。 ●ゆっくり休みたい。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

4ヶ月目 　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を８日分、記録します

11月1日 ～ 11月30日
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◯回⽬の評価 1 2 3 4

評価予定⽇ 7/31 8/31 10/31 11/30

評価実施⽇ 7/30 8/28 10/1 11/30

1 同じことを何度も何度も聞くことがある 3 3 3 3

2 よく物をなくしたり、置場所を間違えたり、隠したりする 0 0 1 0

3 ⽇常的な物事に関⼼を⽰さない 2 2 2 2

4 特別な理由がないのに夜中起き出す

5 特別な理由がないのに、⼈に⾔いがかりをつける 0 0 0 1

6 昼間、寝てばかりいる

7 やたらに歩き回る

8 同じ動作をいつまでもくりかえす 0 1 1 0

9 ⼝悪くののしる 0 0 0 0

10 場違いあるいは、季節に合わない 不適切な服装をする 2 2 2 2

11 世話をされるのを拒否する 1 1 0 1

12 明らかな理由がなしに物を貯めこむ 2 2 2 0

13 引き出しやタンスの中⾝を全部だしてしまう 2 2 1 0

合計点 12 13 12 9

評価点 評価 １週間に例えると
０点 　全くない -
１点 　ほとんどない 　週１日ある
２点 　ときどきある 　週２日ある
３点 　よくある 　週3～４日ある
４点 　常にある 　ほぼ毎日ある
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Q.1 コミュニケーションは、どのように変化しましたか？ 
  ・事前評価期間 は、 
    ⽇中⾞椅⼦上で⻑時間の座位保持がきついのか、部屋に帰りたいとの訴えが多かった。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施⽇ は、 
    懐かしい映像を⾒て、嬉しそうに昔話をされる。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施しない⽇ は、 
    実施前と同様な状況もあったが、少し座位保持が出来るようになった。 

Q.2 趣味趣向について、どのようなことがわかりましたか？ 

  ・やりたいこと     特に本⼈から聞かれないが、昔の遊び道具があると使いそうな様⼦。 

  ・⾷べたい物      スイカなど⼦供の頃に⾷べていたもの。 

  ・⾏ってみたい場所   実家やなじみのあるその周辺。 

  ・⼤切にされていること 同じ地域⼦⽅との会話。 

Q.3 ミッケルアートを使うときに、⼼がけていることや、⼯夫されていることは？ 
   ・会話を引き出す・⻑続きできるように、具体的な質問を⾏う。 
   ・聴く側としては、表情の変化をつけたり適度な相槌を⼊れる。 

Q.4 周辺症状は、どのように変化しましたか？ 
   ・帰宅願望があるものの、以前と変化なく⼤きな不穏や⾔動みられず、維持できている。 

Q.5 ⾃由記述（感想や気づき） 
   ・思っていたより、Ｉ様⾃⾝から話をして下さり、昔のことをよく覚えていらっしゃった。
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年齢 93

性別 ⼥性

介護度 4

認知症の種類 パーキンソン病

認知症⾃⽴度 Ⅱa

寝たきり度 A2

⽣活状況 ⾃宅では5ｍの距離をやっと歩いていた。⾷事が取れない状況が続き施設⼊所となる。

⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

5/21 16:00 20
○テーブルに頭を伏せて⽬を閉じ
ている。

○⽇中の臥床時間が少なかっ
た。夜間良眠出来ていなかった
ためと考えられる。

○⽇中の活動量を増やして夜
間良眠して欲しい。

5/23 14:00 20
●レクリエーションの体操に参加
される。

○声掛けに対して体操をして下
さるが、意欲的ではなかった。

○⽇中、意欲を持って活動的
に動いて欲しい。

5/28 14:40 20
●「お墓詣りに⾏く」と落ち着き
なく、⾞椅⼦からの⽴ち上がりが
何度も⾒られる。

○前⽇にご家族様と⾯会をされ
た為と考える。

○仏壇で⼿を合わせると落ち
着かれた為、仏壇に⾏く時間
を作って欲しい。

5/29 15:00 20
○⾞椅⼦から⽴ち上がろうとした
り、不明瞭なことを⾔われる。

○昼⾷もほとんど⾷べておら
ず、ベッド臥床してもすぐに起
きて来られ疲れていた為。

○⾞椅⼦から⽴ち上がるので
はなく、ご本⼈の思いを⾔葉
で伝えられるようになって欲
しい。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

 ＜記号の意味＞ 
   ⽂章の始まりには、次の記号をつけます。 
  ●評価対象者が⾔ったこと、△家族が⾔ったこと、◯ケア者が気づいたこと

　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を４日分、記録します。

5月17日 ～ 5月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

6/1 13:30 20 ●「かぼちゃがあるね」「トマト
もあるね」と⾷べ物の話をされ
る。

○普段から「かぼちゃを煮て
る」など⾔われることが多い
為。

聞き出せず
ご飯の準備

6/7 14:00 20 ●「昔はヤギの乳を飲んでいた
よ」「⼦育ての時に⼦供にヤギの
乳を飲ませてたよ」と話される。

○⼦育ての事は強く記憶に残っ
ているようで話される。 楽しそうな表情をされる。

ヤギの乳搾り

6/11 11:00 20 ●「洗濯板は使ったことない」と
⾔われる。            
●「草はらいの⼿伝いをしてた
よ」と話される。

○洗濯に関しては興味は持たれ
ず、⼦供の頃の⼿伝いなどに対
しては話される。

聞き出せず
お⾵呂と洗濯

6/12 14:00 20
●「学校だね」「勉強はできなか
った」と⾔われる。

○⾍に関して興味は⽰されず、
勉強の話される。 聞き出せず

教室

6/17 14:00 20 ●「びわが美味しそう」「⾷べた
い」と話される。

○⾷べ物の絵に対して興味を⽰
される。 ●果物を⾷べたい。

おばあちゃんとひ孫

6/21 14:00 20 ●「お嫁さんが買い物に連れて⾏
ってくれてたよ」と話される。

○買い物に対して少し興味を⽰
される。 ●買い物に⾏きたい。

⼣飯の買い物

6/22 14:00 20 絵を⾒て頂くが眠そうにされてい
る。

○お昼の臥床時間があったが、
すぐに起きてしまい、眠そうに
していた。

○⽇中活動的に⽣活して欲し
い。おばあちゃんとひ孫

6/27 11:00 20
●「⼩さい⻲たね」と⾔われる。

○ソーメン流しの話に興味を持
たれる。 ●美味しいものを⾷べたい。

近所の川

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

１ヶ⽉⽬  ミッケルアートを使って、その時の様⼦を８⽇分、記録します。

6月1日 ～ 6月30日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

7/2 14:00 20 ●「猫がいるね」と⾔われる. 
●「猫は嫌い」と話される。

○動物に対して興味を⽰されな
かった。 聞き取れず

⽤⽔路

7/5 14:00 20 ●「通信簿懐かしいね」と⾔われ
る。「頭は悪かった」と笑って話
される。

○学校の話に興味を⽰される。 聞き取れず
通信簿

7/7 14:00 20 ●「うるさいね」と表情も硬く興
味を⽰されなかった。

○お昼の臥床時間があったが、
すぐに起きてしまい、眠そうに
していた。

聞き取れず
⽤⽔路

7/12 11:00 20 ●「⼭がきれいだね」と⾔われ
る。 ○ふるさとの話をされる。 ●地元に帰りたい。

帰り道

7/13 14:00 20 絵を⾒て頂くが眠そうにされてい
る。

○お昼の臥床時間があったがす
ぐに起きてしまい眠そうにして
いた。

○⽇中活動的に⽣活して欲し
い。⾦⿂すくい

7/14 14:00 20 ●「⼦どもがたくさんいるね」
「孫に会いたいね」と話される。

○笑顔で話をされることが増え
てきた。 ●家族に会いたい。

⾥⼭

7/23 13:30 20 ●「きれいな絵だね」と⾔われ
る。 ○灯篭に興味を⽰される。 聞き出せず

灯篭流し

7/24 10:30 20 ●「⼦どもが遊んでいるね」と⾔
われる。

○続けることで回想が出来るよ
うになってきた。 ○孫に会いたい。

⾥⼭

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

２ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。

7月1日 ～ 7月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

8/4 14:30 20 絵を⾒て頂くが「嫌だ」と拒否さ
れる。

帰宅願望が強く⾒られていた
為。 聞き出せず

帰り道

8/8 11:00 20 ●「綺麗な川が流れているね」と  
  指を差して⾔われる。

○楽しそうな表情が⾒られるこ
とがでてきた。 ●地元に帰りたい。

近所の川

8/12 14:30 20 ●「⾦⿂がたくさんいるね」と興
味を持たれる。          
           ●「昔は
飼っていたよ」と⾔われる。

○笑顔で話をすることが増えて
きた。 ●⼦どもや孫に会いたい。

⾦⿂すくい

8/16 14:30 20 絵を⾒て頂くが、眠そうにされて
いる。

○お昼の臥床時間があったがす
ぐに起きてしまい眠そうにして
いた。

○⽇中活動的に⽣活して欲し
い。灯篭流し

8/17 14:30 20 話をしようと声掛けをするが、頭
を伏せている。

帰宅願望が強く⾒られていた
為。 聞き取れず

将棋

8/21 11:00 20 ●「焼き⿃が美味しそうだ」「ビ
ールもあるね」と話される。

○⾷べ物や飲み物に興味を⽰さ
れることが多い。 ●美味しいものを⾷べたい。

晩酌

8/22 14:30 20 絵に興味を持たれず「うるさい
ね」と⾔われる。

帰宅願望が強く⾒られていた
為。 聞き取れず

しぇー

8/27 14:30 20 「海だね」「⻑く海を⾒ていな
い」と海に興味を⽰し話をされ
る。

○海の近くで⽣活されていたの
で話が広がりやすい。 ●海の景⾊を⾒たい。

漁船

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

8月1日 ～ 8月31日

３ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

9/2 13:30 20
●レクリエーションの「⽟⼊れ」
に参加される。

○表情はあまりなく⽟⼊れに
参加されていた。 ●穏やかに過ごしたい。

9/5 16:00 20
●⾷事までリビングにて穏やかに
過ごされる。

○表情も穏やかでスタッフに
⾃ら話をされている。 ●楽しく過ごしたい。

9/7 9:30 20 ●眠そうにしている。
○朝の臥床時間があったがすぐ
に起きてしまい眠そうにして
いた。

○⽇中活動的に参加して欲し
い。

9/12 14:30 20
●レクリエーションの「⿂釣り」
に参加される。 ○笑顔で参加される。 ○楽しく過ごしたい。

9/13 14:00 20
●活気が⾒られず声掛けに対して
返事をされなかった。 ○夜間の睡眠が浅かった為。 聞き取れず

9/22 14:00 20 ●レクリエーションのボール転が
しに参加される。

○表情が硬い         
           ⽬の
前にボールが来ると返して下
さる。

○楽しく過ごしたい。

9/24 10:00 20 ●リビングにて穏やかに過ごされ
る。

○表情も穏やかでスタッフに
⾃ら話をされている。     
             
○⽔分を取らない。

●楽しく過ごしたい。

9/26 14:30 20 ●レクリエーションの折り紙に参
加される。

○スタッフが折るところを⾒
ている「私は折れない」と⾔
われる。

○⽇中活動的に参加して欲し
い。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

4ヶ月目 　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を８日分、記録します

9月1日 ～ 9月30日
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◯回⽬の評価 1 2 3 4

評価予定⽇ 5/31 6/30 8/31 9/30

評価実施⽇ 5/30 6/29 8/30 9/29

1 同じことを何度も何度も聞くことがある 2 2 2 2

2 よく物をなくしたり、置場所を間違えたり、隠したりする 1 1 1 1

3 ⽇常的な物事に関⼼を⽰さない 3 3 3 3

4 特別な理由がないのに夜中起き出す 2 2 2 2

5 特別な理由がないのに、⼈に⾔いがかりをつける 2 2 1 1

6 昼間、寝てばかりいる 2 3 3 3

7 やたらに歩き回る 3 3 3 3

8 同じ動作をいつまでもくりかえす 2 2 2 2

9 ⼝悪くののしる 0 1 1 1

10 場違いあるいは、季節に合わない 不適切な服装をする 1 1 1 1

11 世話をされるのを拒否する 1 1 1 1

12 明らかな理由がなしに物を貯めこむ 2 1 0 0

13 引き出しやタンスの中⾝を全部だしてしまう 1 1 0 0

合計点 22 23 20 20

評価点 評価 １週間に例えると
０点 　全くない -
１点 　ほとんどない 　週１日ある
２点 　ときどきある 　週２日ある
３点 　よくある 　週3～４日ある
４点 　常にある 　ほぼ毎日ある
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Q.1 コミュニケーションは、どのように変化しましたか？ 
  ・事前評価期間 は、 
    体調の良い⽇は⾃ら話をすることがあった。ご家族からの電話や⾯会があると落ち着かず、  
    帰宅願望や意味不明なことを⾔われることがあった。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施⽇ は、 
    回想法を取り⼊れることにより、昔のことを思い出し、笑顔で話をして下さることもあったが、 
    落ち着きがなく帰宅願望が強く⾒られることが多くなった。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施しない⽇ は、 
    あまり様⼦は変わらなかった。 

Q.2 趣味趣向について、どのようなことがわかりましたか？ 

  ・やりたいこと     ご家族と出かけたいと話される。 

  ・⾷べたい物      お餅や和菓⼦などの⽢いものを⾷べたいと話されるようになった。 

  ・⾏ってみたい場所   「家に帰りたい」「地元に帰りたい」と⾔われる。 

  ・⼤切にされていること ご家族や友⼈を⼤切にされている。以前、⼊所されていた⽅のことを時々思い出し居 
              室へ⾏こうとすることがあった。 

Q.3 ミッケルアートを使うときに、⼼がけていることや、⼯夫されていることは？ 
    午後から実施の際は、実施後に帰宅願望が強く⾒られることがあった為、ご本⼈の体調に合わせて時間を作 
    れる際は、午前中に実施するようにした。 
    また、他の⼊居者様も含めて⾏うことで、⼊居者様同⼠が話をする機会を作ることができるように⼼がけ 
    た。 

Q.4 周辺症状は、どのように変化しましたか？ 
    徘徊や不穏、帰宅願望が強く出てくることが増えてきた。   
    体調の良い⽇は⾃ら話をして下さり表情も豊かになってきた。
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年齢 65

性別 男性

介護度 4

認知症の種類 脳⾎管性認知症

認知症⾃⽴度

寝たきり度

⽣活状況

平成２１年に脳梗塞発症する。退院後、⽼⼈保健施設へ⼊所となる。その後、有料⽼⼈ホームへ移
り住む。重度の⼤動脈弁狭窄症が認められる。平成２８年４⽉に⼼臓⾎管外科で⼿術を⾏い、術後
は⼼臓リハビリ⽬的で転院となる。その後も⽼⼈保健施設へ⼊居され、有料⽼⼈ホームへ⼊所とな
る。

⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

7/18
●部屋でラジオを聞きながらカレ
ンダーを眺めていた。

○⽇中部屋が暗い。

○⽇中部屋の電気を付けて過
ごし、⽇めくりカレンダーを
使⽤して、今⽇は何⽇なのか
わかるようになって欲しい。

7/21
●本⽇デイ利⽤⽇である。⾞椅⼦
上での傾眠が強い。

○夜間帯の状態は寝たり起きた
りを繰り返していた。

○夜しっかり眠れる為にも、
⽇中の活動量を増やし、⽣活
リズムを整えて欲しい。

7/26

●体操をしている最中に⿐⽔が出
ていた。ご本⼈は「寒くない」と
話される。上着は半袖を着⽤して
いた。

○特に室温は低くもなかったが
⼿⾜に冷感が⾒られる。

○鼻水が出る場合や手足に冷
感がある場合には上から羽織
る上着か長袖を着させてほし
い。

7/30
○おやつを⾷べていた。クリーム
を服にこぼしてしまう。

○シュークリームが⼤きかった
ためか本⼈様は⾷べづらそうだ
った。

○⾷べる際にはエプロンを着
⽤するか、⼀⼝⼤で⾷べれる
ように切って提供してほし
い。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を４日分、記録します。

7月17日 ～ 7月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

8/6 14:00 15 ●奥さんと⼀緒によく⾏ってた
な。と話される。

○祭りの⾵景を写真で⾒ること
で奥さんとの思い出を振り返る
事が出来た。

●また⼀緒に祭りに⾏きた
い。縁⽇

8/7 14:00 15
●芋てんや、そうだ。⼤学芋だ。
と話される。

●昔⺟親の⼿料理は芋を使った
物が多かったとの事。話の話題
が膨らみ、懐かしい表情を浮か
べる。

●またお⺟さんの⼿料理が⾷
べたいな。茶の間

8/12 14:00 15
●⽜乳だ。と話される。

●⽜乳が好きで、朝は⽜乳を必
ず飲んでいるよと話される。

●これからも朝は⽜乳を飲み
たいな。教室

8/13 14:00 15
●⽩⿊テレビだ。相撲をしてる
ね。

●昔もテレビを⽩⿊テレビで、
よく相撲を⾒てたと話される。

●なつかしいね。茶の間

8/21 14:00 15
●美味しそうだね。

●奥さんの⼿料理の中で、 
シチューが美味いんだよと話さ
れる。

●また⾷べたいね。
茶の間

8/23 14:00 15
●あっ、紙⾶⾏機だ。

●よく友達とどっちが⻑く⾶ば
せるか競争してたよ。

●また作って⾶ばしてみたい
な。 

教室

8/24 14:00 15
●バケツを持ってるよ。何か悪い
ことをしたのかな。

●僕は真⾯⽬だったからあんま
り怒られることは無かったな。
勉強は嫌いだったけど。と話さ
れる。

●学⽣時代が⼀番楽しかった
な。教室

8/29 14:00 15 ●焼き⿃、イカ焼き、かき氷、全
部美味しそうだね。

●昔、近所の祭りに⾏ってたん
だよ。と話される。 ●またお祭りに⾏きたいな。

縁⽇

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

１ヶ⽉⽬  ミッケルアートを使って、その時の様⼦を８⽇分、記録します。

8月1日 ～ 8月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

9/2 14:45 30 ●野球ボールがある。なんで？と
疑問に思われる。

●⾼校野球が好きだと話され
る。テレビでもよくみるとのこ
と。

○聞き出せず。
茶の間

9/3 14:45 30
●たくさん⼦供たちがいるね。

●⾼校の時の⼊学式は⼈がたく
さんいて緊張したな。と話され
る。

○聞き出せず。
⼊学式

9/7 14:45 30 ●⽥植えの時期は5⽉だったかな
と話される。

●⽥植えや農作業は⾃分はして
なかったと話される。 ○聞き出せず。

農作業

9/12 14:45 30 ●昆⾍採集のキットが⼦供の時に
売ってたよ。

●50年位前に駄菓⼦屋で売って
たな。と楽しそうに話される。

●またカブトムシが⾒たい
な。⾥⼭

9/17 14:45 30
●あっ、さくらだ。満開だね。

●ビールを飲みながら桜を⾒て
たな。あの時が楽しかったなと
話される。

●春になったら桜を⾒に⾏き
たいな。お花⾒

9/22 14:45 30
●カエルが居るね。

●梅⾬になるとカエルの鳴き声
がしますよねとの声掛けに対し
て、笑顔で話される。

●聞き出せず。
アジサイ

9/26 14:45 30
●花⽕だね。 ●家の近くから花⽕が⾒えてた

よ。と話される。 ●また花⽕が⾒たいな。
5024

9/27 14:45 30
●うな重だ。美味しそうだね。

●昔はウナギが美味しいところ
に⾷べに⾏ってたよ。と話され
る。

●あそこのお店のウナギが⾷
べたいな。⽤⽔路

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

２ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。

9月1日 ～ 9月30日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

10/9 14:10 30
●川釣りによく⾔ったよ。 ●ヤマメ、イワナがよく釣れた

よ。と話される。 ○聞き出せず。
⽤⽔路

10/10 14:10 30 ●ネコが⿂を取ってるよ。可愛い
ね。

●あれは何の⿂なのかな。と疑
問に思われる。 ○聞き出せず。

⼣⽅の準備

10/11 14:10 30 ●もうすぐで9⽉だね。もうそう
時期か。

●⽉⾒うどんが美味しそうだ
ね。卵は⼀緒に混ぜて⾷べたい
ね。と話される。

●⽉⾒うどんが⾷べたいな。
お寺と⽉

10/12 14:10 30
●駅弁だ。美味しそうだな。

○⾷べ物に興味があるのか,体を
前かがみにして映像を⾒られ
る。

○弁当が⾷べたいな。
鉄道

10/16 14:10 30
●銀杏がきれいだね。

○⾒に⾏ったことはないけど、
よく銀杏を集めてたよと話され
る

○また⾒に⾏きたいな。
お⽉⾒

10/18 14:10 30 ●昔からバリカンで髪そってた
よ。

●髪はのばしたことはないな。
と話される。 ○聞き出せず。

丸刈り

10/29 14:10 30 ●⼤根、ニンジン、キュウリ、な
すたくさん野菜あるね。

●昔から野菜もいっぱい⾷べて
たよ。 ○新鮮な野菜が⾷べたい。

丸刈り

10/31 14:10 30
●たくさん⼈がいるね。 ●お酒を飲みに⾏くのかな。顔

が真っ⾚だね。と話される。 ●聞き出せず。
⼣⽅の準備

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

10月1日 ～ 10月31日

３ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

11/5 16:10 20
○⼝腔ケア体操に取り組まれてい
る。

●体操に意欲的に取り組ま
れ、また笑顔も⾒られる。 ○このまま継続してほしい。

11/6 16:10 20
●職員をみて、「どうしたの」と
声を掛ける。

○ミッケルアートを通じて関
係性が深まった為か。 ●楽しく⽇中を過ごしたい。

11/12 16:10 20
○部屋のベットに横になってい
る。 ○よく寝られていた。 ○ご飯の後は部屋でゆっくり

休みたい。

11/13 16:10 20
○ホール内にて他の利⽤者様と会
話をされている。

○会話の中に笑顔が⾒られ
る。 ○楽しい会話をしたい。

11/19 16:10 20
○部屋でラジオを聞きながら、外
を眺めてる。

●職員との会話の中に笑顔が
⾒られる。

○楽しく、⽇中を過ごした
い。

11/20 16:10 20 ○おやつ（ドーナツ）を⾷べられ
ている。

●「あっ、また来たんだね、
今⽇はどうしたの」と笑いな
がら話をされる。

○楽しい会話をしたい。

11/26 16:10 20
○⾞椅⼦上にて傾眠傾向がみられ
る。

○うとうとされている。夜間
眠れなかったのか。 ○夜間帯ぐっすり眠りたい。

11/30 16:10 20
○⼊浴もされ、さっぱりされた様
⼦。ベットに横になっているご利
⽤者様に話しかける。

○会話が弾んでおり、興奮さ
れたのか⼤きな声で話をして
いた。

○⽇中楽しく過ごしたい。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

4ヶ月目 　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を８日分、記録します

11月1日 ～ 11月30日
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◯回⽬の評価 1 2 3 4

評価予定⽇ 7/31 8/31 10/31 11/30

評価実施⽇ 8/6 9/2 10/31 11/30

1 同じことを何度も何度も聞くことがある 2 2 2 2

2 よく物をなくしたり、置場所を間違えたり、隠したりする 0 0 0 0

3 ⽇常的な物事に関⼼を⽰さない 2 1 1 2

4 特別な理由がないのに夜中起き出す 2 0 2 0

5 特別な理由がないのに、⼈に⾔いがかりをつける 0 0 0 0

6 昼間、寝てばかりいる 2 2 2 2

7 やたらに歩き回る 0 0 0 0

8 同じ動作をいつまでもくりかえす 0 0 0 0

9 ⼝悪くののしる 0 0 0 0

10 場違いあるいは、季節に合わない 不適切な服装をする 0 0 0 0

11 世話をされるのを拒否する 2 2 1 1

12 明らかな理由がなしに物を貯めこむ 0 0 0 0

13 引き出しやタンスの中⾝を全部だしてしまう 0 0 0 0

合計点 10 7 8 7

評価点 評価 １週間に例えると
０点 　全くない -
１点 　ほとんどない 　週１日ある
２点 　ときどきある 　週２日ある
３点 　よくある 　週3～４日ある
４点 　常にある 　ほぼ毎日ある
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Q.1 コミュニケーションは、どのように変化しましたか？ 
  ・事前評価期間 は、 
    職員の声掛けに対して、⼆⾔程で会話が終わってしまう事が時々あった。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施⽇ は、 
    興味があるものに関して、「これ、これだよ」と⼤声で笑いながら⾔われたり、笑顔も以前より⾒られるよ 
    うになった。また職員との関係性も深まった。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施しない⽇ は、 
    他の利⽤者様とも積極的に会話をされる様⼦が⾒られる。 

Q.2 趣味趣向について、どのようなことがわかりましたか？ 

  ・やりたいこと     朝は⽜乳を飲みたい。紙⾶⾏機を作って⾶ばしたい。カブトムシがみたい。桜がみた 
              い。花⽕がみたい。 

  ・⾷べたい物      奥さんの⼿料理。ウナギ。⽉⾒うどん。駅弁。新鮮な野菜。 

  ・⾏ってみたい場所   祭り。美味しいうなぎ屋さん。 

  ・⼤切にされていること 奥さんとの思い出・⾼校の⼊学式 

Q.3 ミッケルアートを使うときに、⼼がけていることや、⼯夫されていることは？ 
    ミッケルアートに興味を持っていただく様に個別に声掛けを⾏ない、何に興味があり、⾃主的に会話をされ 
    るのか声掛けに配慮しながら⾏った。また体調に気を掛けながら、その⽅のペースに合わせて⾏った。 

Q.4 周辺症状は、どのように変化しましたか？ 
   昼間も電気を消してベットに横になっている事がある為、夜間質の良い睡眠がとれていない様⼦。 
   ⽇中⾞椅⼦上でも傾眠傾向にある。ミッケルアートを実施する事で少しでも活動量を増やし、 
   また質の良い睡眠がとれるように努める事が出来た。 
    
Q.5 ⾃由記述（感想や気づき） 
   その⽇によっての捉え⽅や感じたかたも違うので今後も継続していく必要があると感じた。
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年齢 95

性別 ⼥性

介護度 2

認知症の種類 アルツハイマー型認知症

認知症⾃⽴度 Ⅱb

寝たきり度 A2

⽣活状況
農業をしながら⼦供を育て上げられ、平成１２年に夫が他界される。その後は⼀⼈暮らしをされ、
⻑⼥・次⼥様が週に何度か訪れ、援助をしてもらいながら⽣活されている。 

⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

5/18 14:00 20
●レクリエーションにお誘いする
と、「わからんから⾏かん。」と
話される。

○⽿が遠く聞こえにくいため何
を話しているのか分からなく、
拒否されたと考えられる。

○レクリエーションに参加し
やすいように、個別での対応
をし、嫌な思いをせず楽しく
参加されてほしい。

5/20 15:00 15

●おやつのからいもを⾷べられ
て、「からいもが⼀番美味しか
ー。」と他のご利⽤者様と楽しそ
うに⾷べられる。

○幼い頃からよくからいもを⾷
べられていたため、懐かしい味
を思い出していた様⼦。好きな
おやつの⼀つであると考えられ
る。

○昼⾷やおやつを⾷べながら
これからも他のご利⽤者様と
楽しく過ごされてほしい。

5/25 10:00 20
●⼊浴時に「はー気持ちよか。」
と話される。

○気温も⾼く汗をかかれていた
ため、スッキリされたと思われ
る。

○今後も⼊浴を安⼼して少し
でもリラツクスして⼊ってい
ただけるように関わる。

5/29 14:30 20
●体操時、「はー難儀じゃ。」と
疲れた様⼦でため息つかれる。

○普段⾃ら⾝体を動かすことが
少ないので少し激しい運動をす
ると疲れやすいと考えられる。

○⾝体を動かす際には無理し
ないでくださいなどの声掛け
や表情や顔⾊を⾒て様⼦を観
察しながら⾏う。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を４日分、記録します。

5月17日 ～ 5月31日

!"#$#%&'()*+,-./01



⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

6/1 14:00 20 ●⿂や⾁を観て「⿂と⾁はあんま
り好かんと、⾃分で作った野菜が
⼀番じゃ。」と少し⾃慢げに話さ
れる。

○昔、畑をされていたことから
野菜の映像を観ると興味を持た
れ話が広がった。

●出来る事ならまた畑仕事し
たい。⼣飯の準備

6/5 14:00 20 ●「学校好きじゃったなー楽しか
った。」

○⼦供の頃を思い出され、笑顔
になられて楽しそうに話され
る。

●また⼦供の頃に戻って沢⼭
友達と⼀緒に遊びたい。授業

6/10 14:00 20 ●「縄跳びよくみんなとしちょっ
たなー。」

○縄跳びの話だけではなく、⾃
分がやんちゃな⼦であったこと
を話してくださった。

●昔の友達に逢いたい。
授業

6/12 10:00 20
○相撲の映像を観て指をさして笑
われる。

○相撲の映像を観て笑ってる様
⼦から相撲を観ることが好きな
んだと分かった。

○今話題の相撲の選⼿の話や
⼀緒に相撲の観戦をすること
で、会話の中で楽しみが⽣ま
れると思った。

あじさい

6/15 14:00 20 ●「友達の中でな私が⼀番成績が
悪かったと。」

○友達の話題が多く楽しそうに
話されるため友達が沢⼭いたの
だと考えられる。

聞き出せず
授業

6/19 14:00 20
●「運動会懐かしいーな、好きじ
ゃったよ。」

○運動会の映像から昔は⾝体を
動かすことが好きだったと話が
盛り上がる。

○昔は⾝体を動かすことが好
きであった為、体操やレクリ
エーションに積極的に参加し
てもらえるように内容や声掛
けを⼯夫して関わる。

あじさい

6/24 14:00 20 ●「飯を毎⽇作るのは⼤変じゃっ
た。」

○⼤変だったことは強く印象に
残られているのか感情的に話さ
れる。

●今は何でも娘がしてくれる
から助かる。娘も⼤変だろう
けど助けをもらいたい。⼣飯の準備

6/29 14:00 20
●「相撲をしてるところを⾒ると
なよく応援しとった。」

○前も相撲の映像を観たときに
笑っている様⼦で今回も楽しそ
うに話されることから相撲が本
当に好きなんだと分かった。

●相撲はやるよりも⾒るのが
好き。いつか本物の相撲選⼿
を⾒てみたい。授業

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

１ヶ⽉⽬  ミッケルアートを使って、その時の様⼦を８⽇分、記録します。

6月1日 ～ 6月30日

!"#$

 ＜記号の意味＞ 
   ⽂章の始まりには、次の記号をつけます。 
  ●評価対象者が⾔ったこと、△家族が⾔ったこと、◯ケア者が気づいたこと



⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

7/1 14:00 20 ●「⾃分の⽥んぼがあったっど
ー。汗⽔たらして⼀⽣懸命だっ
た。」

○苦労しながらも⼀⽣懸命頑張
っていたことを思い出し、少し
⾃慢げに話される。

●また元気に畑仕事したいな
ー。農作業

7/3 14:00 20
●⽔鉄砲を⾒て指をさして笑われ
ていた。

○⼦供の頃よく遊ばれていたの
か懐かしそうに笑われていた。 聞き出せず

農作業

7/8 14:00 20
●「たこ焼きすきやっどー。たこ
がおいしかでや。」

○昔よく⾷べられていたのか⾸
を深く振りながら笑顔で話され
る。

●美味しくて⼤きいたこ焼き
が⾷べたい。縁⽇

7/13 14:00 20
●「夏祭りはあんまり⾏かんじゃ
った、哀れよー。」

○畑仕事が忙しくなかなか夏祭
りに⾏けなかった事を思い出し
少し羨ましそうに画⾯を⾒られ
ていた。

●⾏けるもんなら⾏ってみた
いなー縁⽇

7/17 14:00 20
●すいかを⾒て「うまかろなー、
昨⽇も⾷べたよ。」

○すいかがお好きなようで笑顔
で話される。

●みんなで⼀緒にすいか割り
をして美味しく⾷べたいな。農作業

7/22 14:00 20
●「ラジオ体操やー懐かしかな
ー。」

○⼦供の頃頑張ってラジオ体操
に⾏ってたのを思い出されたの
か懐かしそうに微笑みを浮かべ
ながら話される。

●元気な⼦供の頃に戻りたい
な教室

7/28 14:00 20
●「⾍に刺されやすいのよー、今
はいい薬があるからよかと。」

○畑仕事をされていたのでよく
⾍に刺されていたようで笑いな
がら話される。

聞き出せず
農作業

7/31 14:00 20
●「花⽕やねー、きれいやねー。
我が家からよく⾒てた。」

○時期が夏で適した映像だった
為話が広がりやすく会話が弾ん
だ。

●⼤きくてきれいな花⽕をま
た⾒たいな。縁⽇

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

２ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。

7月1日 ～ 7月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

8/3 14:00 20
●「これはバリカンやねー懐かし
か。」

○昔よく⾒ておられたのかバリ
カンを⾒て指をさしながら笑わ
れる。

聞き出せず
丸刈り

8/7 14:00 20
●「あたいもこんな髪の⽑やった
どー。」

○ショートヘアの⼥の⼦を⾒て
昔の⾃分に似ておられたのか懐
かしそうに笑顔になられる。

●若い頃みたいに髪の⽑をき
れいにしたいな。丸刈り

8/10 14:00 20
●「昔はよくお⺟さんに髪を切っ
てもらってたー。」

○お⺟さんと⾊んな話をしなが
ら髪の⽑を切ってもらうことが
楽しい思い出だったようで笑顔
になられる。

●また⾊んな話をしながらお
⺟さんに髪を切ってもらいた
いな。丸刈り

8/14 14:00 20 ●タライの中に⼊っている野菜を
⾒て、「あたいはあんな野菜を全
部育てていたんだよー。」

○野菜作りをしていた頃が楽し
かったようで笑顔で少し⾃慢げ
に話される。

●またたくさんの野菜を作り
たい。丸刈り

8/17 14:00 20
●「動物は臭いがすっであんまり
好かんと。」

○動物の話をすると少し苦笑い
だった。 聞き出せず

丸刈り

8/21 14:00 20
●「ブラッシングは頭が痛くて好
かんじゃった。」

○昔頭を⼒強く洗われたのが嫌
だったのか真剣に話される。

●頭はあんまり強く洗うもん
じゃないか。丸刈り

8/24 14:00 20
●「あたいもよくパーマをかけに
いっちょったなー。」

○パーマをかけに⾏ってたこと
を思い出され笑顔になられる。

●若い頃に戻って⾊んな髪型
したいな。丸刈り

8/31 14:00 20
●「映画は畑仕事があったで観に
⾏ったことはなか。」

○遊ぶことより畑仕事を頑張ら
れていたようで少し羨ましそう
にはなされた。

●⼀度は観てみたかったな。
丸刈り

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

8月1日 ～ 8月31日

３ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。

!"#$



⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

9/4 14:00 20
●「駅弁なんて⾷べたことなか
ー。」

○⾷べたかったけど⾷べたこ
とがなく羨ましそうに話され
る。

●駅弁⾷べてみたい。

9/7 14:00 20
●「みかんは好きやっでよく⾷べ
るよ、⽢いのがよか。」

○よく⾃宅でみかんを⾷べら
れるようで笑顔になられる。 聞き出せず

9/11 14:00 20
●「バスには乗らんで歩いとった
よー。」

○⻑い距離でも歩かれていた
ようで少し⾃慢気に話され
る。

●歩くのが⼀番じゃっどー。

9/14 14:00 20
●「⽥舎やっできれいな紅葉がさ
くっどー。」

○⾃宅から⾒える景⾊を思い
出し、⽬が輝き笑顔になられ
る。

●景⾊を⾒るのが好き。

9/18 14:00 20
●「もみじ饅頭好きやけどなかな
かまわらんと。」

○果物や野菜、おやつに関し
て関⼼が⾼い。

●もみじ饅頭たくさん⾷べた
い。

9/21 14:00 20 ●「⽥舎やっで⽉と星が綺麗にみ
えっどー。」

○夜の綺麗な景⾊を思い出し
笑顔で話される。

●外に出てたまに景⾊を⾒て
る。

9/25 14:00 20
●ミニワンピースを⾒て、「こん
な短いのは恥ずかしか、ズボンを
はいちょったよー。」

○なかなかミニスカートをは
く機会がなかったのか恥ずか
しそうに話される。

聞き出せず

9/28 14:00 20 ●「銭湯はいかんじゃった、我が
家のお⾵呂が⼀番じゃー。

○我が家が好きであるようで
嬉しそうに話される。

●我が家のお⾵呂にずっと⼊
りたい。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

4ヶ月目 　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を８日分、記録します

9月1日 ～ 9月30日
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◯回⽬の評価 1 2 3 4

評価予定⽇ 5/31 6/30 8/31 9/30

評価実施⽇ 5/30 6/30 8/30 9/30

1 同じことを何度も何度も聞くことがある 2 2 2 2

2 よく物をなくしたり、置場所を間違えたり、隠したりする 2 1 1 1

3 ⽇常的な物事に関⼼を⽰さない 2 2 2 2

4 特別な理由がないのに夜中起き出す 1 1 1 1

5 特別な理由がないのに、⼈に⾔いがかりをつける 1 1 1 1

6 昼間、寝てばかりいる 1 1 1 1

7 やたらに歩き回る 2 2 1 1

8 同じ動作をいつまでもくりかえす 1 1 1 1

9 ⼝悪くののしる 1 1 1 1

10 場違いあるいは、季節に合わない 不適切な服装をする 1 1 1 1

11 世話をされるのを拒否する 1 1 1 1

12 明らかな理由がなしに物を貯めこむ 1 1 1 1

13 引き出しやタンスの中⾝を全部だしてしまう 1 1 1 1

合計点 17 16 15 15

評価点 評価 １週間に例えると
０点 　全くない -
１点 　ほとんどない 　週１日ある
２点 　ときどきある 　週２日ある
３点 　よくある 　週3～４日ある
４点 　常にある 　ほぼ毎日ある

!"#$



Q.1 コミュニケーションは、どのように変化しましたか？ 
  ・事前評価期間 は、 
    ⽇中にうとうとされていたり、何度も同じことを話されたり、落ち着かない様⼦がある。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施⽇ は、 
    うとうとされることが少なくなり、笑顔で話される事が多くなった。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施しない⽇ は、 
     笑顔で過ごされ、何度も同じ事を話すことが少なくなり落ち着いた様⼦であった。 

Q.2 趣味趣向について、どのようなことがわかりましたか？ 

  ・やりたいこと     ⾃分の畑を持って昔のように元気に畑仕事がしたい。 

  ・⾷べたい物      ⾃分が育てた野菜やもみじ饅頭。 

  ・⾏ってみたい場所   きれいな景⾊が⾒えるところ。 

  ・⼤切にされていること 家族や友⼈、⾃分の家、⾃分の畑。 

Q.3 ミッケルアートを使うときに、⼼がけていることや、⼯夫されていることは？ 
    会話が広がるよう分かりやすく質問し、畑仕事の話をした時にとてもいきいきされていたので、畑仕事につ 
    いての話題を多く取り⼊れて楽しんで会話ができるように⼼がけた。 

Q.4 周辺症状は、どのように変化しましたか？ 
    何度も同じ事を話されたり、物事にあまり関⼼をもたれていないことが多く⾒られたが、同じ事を話される 
    ことが少なくなった。また、物事に少し関⼼を持つようになり、活動が以前よりも意欲的になった。 

Q.5 ⾃由記述（感想や気づき） 
    ミッケルアートを⾏う中で、普段会話数があまり多くない⽅でも、興味を持った画⾯を⾒て笑われたり画⾯ 
    を⾒ながら、昔はこうだったんだよといきいきとご⾃分のことを話され、その⽅がどんなことに興味がある 
    のか、昔どのような苦労をされてきたのかなど、その⽅の⽣活歴が把握でき、⽇常会話をする時にとても参 
    考になると思った。少しでも楽しく⽣活できるよう⽀援していきたい。 

!"#$



年齢 90

性別 ⼥性

介護度 4

認知症の種類 アルツハイマー型認知症

認知症⾃⽴度 Ⅲa

寝たきり度 B2

⽣活状況

結婚歴は無く、独居⽣活を⻑く続けながら開業医の兄の下で働いてきた。平成28年4⽉2⽇、外出先
で転倒し、背部を強く打ち勤め先だった⽇⾼病院に緊急搬送され、肋⾻⾻折で⼊院となる。⼊院加
療中腰痛の訴え有り、MRIにて腰椎圧迫⾻折の診断が追加された。コルセットを常⽤しているが腰
痛があり、移動は⾞椅⼦を使⽤している。リハビリを⾏ってきたが下肢筋⼒低下は著しく、ADLの
⾃⽴レベルが低下。⾼⾎圧、関節リウマチ、アルツハイマー型認知症あり。在宅の頃は⾦銭管理が
曖昧で⽉末になると残⾼がなくなる始末だったため、甥が付き添って⾦銭管理に関わっていた。認
知症レベルは近時記憶に曖昧さが⽬⽴つが⽇常会話は⽀障なくできる状態。退院しても⾃宅での暮
らしは出来ない為、⼊所の運びとなった。 

⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

5/17 15:00 20

○テーブルの前でうつむき寝てい
る時間が多い。スタッフの声掛け
には返答されるがすぐに下を向い
て⽬を閉じておられた。

○活動に対しての声掛け等の働
きかけが必要である。体⼒的な
⾯から⻑い時間の離床は本⼈に
とって負担になっていると考え
られる。

○⽇中の活動性を⾼めるため
に多くの声掛け活動参加への
誘導を⾏いながら⽇中、活動
的に⽣活してほしい。

5/22 14:30 20

●トイレに⾏きたくなると「すみ
ませーん」と⼤きな声で職員を呼
びながら⾞椅⼦を⾃⾛にて移動さ
れる。トイレが済むと⾃分のテー
ブルの場所にて静かに過ごされ
る。

○寒がりの為、ひざ掛けを⾝体
に巻いてじっとしている。窓が
開いてはいないが「どこか窓が
開いている」と気にされている
様⼦。

○会話の機会を作り下を向い
てばかりなので、他者との会
話を⾏う環境をつくって楽し
い時間を過ごしてほしい。

5/26 15:30 20

○廊下の窓が開いていないか気に
され何度も職員へ声を掛けてい
た。また、テーブルから窓の所へ
移動しては窓が開いていないか確
認をしていた。

●「すみませーん。そこの窓が
開いていませんか」と何度も繰
り返し職員へ話しかけていた。  
      ○寒がりのため、
窓は閉まっているがエアコンか
らの⾵が気になっていたと思わ
れる。

○⽇中は寒く無いように、⾐
類や掛け物に注意し、ご本⼈
が安⼼して過ごしていただけ
るように⽀援を⾏います。   
 ●寒くないようにしてもら
いたい。

5/30 15:00 20
○リハビル体操の時間、ウトウト
居眠りをしている。時折、顔を上
げるがすぐに寝てしまう様⼦。

○好きな時間にベッドにて休ま
れるので、時間の認識が出来て
いないのではないか。

○夜間良眠して頂けるよう
に、⽇中活動的に⽣活してほ
しい。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を４日分、記録します。

5月17日 ～ 5月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

6/2 15:20 20 ●「焼き⿂、煮物、てんぷらが⾷
べたい」と好きな料理を話され、
あの時⾷べた焼き⿂がと昔を思い
出されながら話ををされる。

○⾷べ物については、好きな⾷
べ物が多く、話が広がりやすか
った。

●⿂料理が今⼀番⾷べたい。
⼣飯の⽀度

6/5 15:30 20 ●「国語が⼤好きで、テストも
100点を取っていた」と昔を思い
出しながら楽しく話された。⾳楽
も好きだったとの事で、リンゴの
唄を歌いながら楽しく過ごされ
た。

○昔を思い出しながら、楽しか
ったことを嬉しそうに話され話
が広がりやすかった。

●たまにはみんなで⾳楽を習
いながら歌を歌いたい。国語の授業

6/9 15:00 20 ●「トマトは結構作ってたよ」
「兄弟もいたけどいたずらとかは
しないで仲良くやっていたねぇ」
などと⽣まれ育った⼩さな頃を楽
しそうに話す。

○話して頂けるよう声掛けが上
⼿くいき、話が広がりやすかっ
た。⼩さな頃を話される表情が
とても嬉しそうな表情で話さ
れ、沢⼭話して下さった。

●昔飲んだあの冷たい井⼾の
⽔をもう⼀度飲んでみたい。井⼾端会議

6/12 14:40 20 ●「お⼿伝いは⼥中さんがいたか
ら、ほとんどやったことがない
の」と話されるが「洗濯は川に⾏
って洗った事がだいぶ前だけどあ
ったよね」と他者と楽しそうに会
話を楽しまれる。

○お⼿伝いさんもいっらっしゃ
ったとの事で、⼿伝いの話題か
ら話を引き出すのは少し難しか
った。共通の話題が出る事で、
他者との会話を楽しまれた。

●みんなで楽しい話がした
い。

お⾵呂と洗濯

6/16 15:40 20 ●「動物は飼ったことがことがな
いからあんまり分からない」と興
味を⽰されなかった。

○絵を⾒ながら興味がないの
か、すぐに下を向き⽬を閉じら
れる。スタッフの声掛けに反応
しながらの参加。

聞き出せず
ヤギのお世話

6/19 15:00 20 ●「病院での⽣活だから、⾃分で
買い物をすることは無かった。⾏
ってたのは⼭形屋に洋服を買いに
⾏ったり、お友達とお茶をするこ
とが楽しみだった」と当時の事を
思い出しながら話される。

○絵を⾒ながら昔はこういうの
が売ってたよねと話されるが、
料理をされる機会があまりなか
った為か、⼣飯の話よりも買い
物の話で会話の広がりがあっ
た。

●特に今の所は何もないと話
される。

⼣飯の買い物

6/24 15:40 20 ●「⼤きな祭りはあんまり⾏かな
かった。でも神社の祭りは良く⾏
ったよ」と話されるが、当時は仕
事が忙しく祭りどころではなかっ
たと当時を振返りながら話された

○祭りの⾷べ物の話はあまり興
味は⽰さなかったが、⾦⿂すく
いの話になると、家に持って帰
って⽞関で飼っていたことを嬉
しそうに話された。

●「今は特にないね」と聞き
出せず⾦⿂すくい

6/26 15:40 20 ●昔は忙しかったから川で遊ぶこ
とがなかった。川遊びは遊ぶよ
り、眺めるぐらいが丁度いい」と
話される。⾷べ物の絵については
関⼼を⽰されよくお話をされる。

○遊びにあんまり⾏けなかった
為か、こういった所へ友達と⼀
緒に⾏きたいことを沢⼭話され
た。

●友達と⼀緒に遊びに⾏きた
い。近所の川

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

１ヶ⽉⽬  ミッケルアートを使って、その時の様⼦を８⽇分、記録します。

6月1日 ～ 6月30日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

7/1 15:00 20 ●「あぜ道を⾃転⾞に乗ってよく
⾛ったよ」と⾵景を⾒ながら話さ
れた。

○周りの⽅々の話に⽿を傾けな
がら会話をされる場⾯が増えて
きた。

●「美味しいお⽶やお餅が⾷
べたい。

帰り道

7/3 20
●「⼥学校の時によく、⽂通をし
ていた。みんなどうしてるかしら
ねぇ」とよく⼿紙を書いていたこ
とをお話しされた。

○会話が途切れると、すぐ下を
向いて⽬を閉じる様⼦が⾒られ
る。声を掛けると返事をして下
さる。話しやすい話題だと多く
の事を話をして下さるので様々
な絵から連想できる事柄を伝え
ながら実施していく。

●あの頃のように⽂通が出来
たらいいのに。

⾥⼭

7/7 15:00 20 ●「私たちの頃は優亮、良、可っ
ていって評価されたもんだ」と昔
を懐かしく思い出されながら話さ
れた。

○勉強が好きなので会話も広が
りやすくたくさん勉強していた
頃のお話を⽣き⽣きと話して下
さった。

●またみんなと勉強をしてみ
たい。

通信簿

7/10 14:40 20 ●「川と⾔えば⼤きな⽯があって
そこを渡って⼤きな道路へ出て⾏
ってた」

○川での思い出を話して下さっ
たが、ほとんど家の中で遊んで
いたことが多く話しを広げてい
くのに難しく感じた。

●みんなとまた遊びたい。
⽤⽔路

7/13 15:00 20 ●「祭りと⾔えば花⽕がとっても
綺麗よねぇ」と楽しかった思い出
を嬉しそうにお話しされた。

○昔の出来事を思い出しながら
楽しく話をされる姿が増えてき
た

●また綺麗な花⽕を⾒たい。
⾦⿂すくい

7/16 15:30 20 ●「将棋はしなかったけどおはじ
きならやってたよ」と遊びについ
てお話しされた。

○視⼒が弱いことから、絵が⾒
えづらい様⼦。声をかけながら
で「あらそうだ」と絵を理解さ
れる様⼦である。

●「特に無いねぇ」と⾔われ
る。

将棋

7/20 15:00 20 ●「たまには川に⾏ったかな。⼩
さい頃だったからあんまり覚えて
いない。いつも病院だから⽕鉢の
所に座ってお⼿伝いをしていた
よ」とお仕事についての話をされ
る

○視⼒の低下からか、⽇に⽇に
「これは何が書いてあるんだい
と」と質問される事が増えてき
ている。説明するごとに「あー
分かった懐かしいね」と話をさ
れる事が多い様⼦である。

●みんなでソーメン流しがし
たい。

近所の川

7/25 15:10 20 ●「良く、磯の海に⾏って泳いだ
よ、あの時位だね海で泳いだの
は」 と楽しかったお話をして下
さる。

○海にちなんだアートを⾒なが
ら、磯で遊んだ時の思い出を話
して下さった。仕事の思い出が
多いが、今⽇は楽しい思い出を
多く話された。

●また泳いでみたい。
海岸沿いの松並⽊

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

２ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。

7月1日 ～ 7月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

8/4 15:30 20 ●「あら、よく神社のお祭りに⾏
ったっけ、⼩さな頃はこんなだっ
たねぇ懐かしい」と嬉しそうに絵
を⾒ながら話をされた。

○⼦供の絵が多く表情を⾒なが
ら「可愛い」など笑顔が多く⾒
られた。

●祭りの美味しいもの物が⾷
べたい。

⾦⿂すくい

8/7 15:20 20 ●「みんな何をしちょっけ」と絵
の様⼦に興味を持たれ、スイカの
絵に「美味しそうね」と気分よく
話をされた。

○⼀つひとつの絵を説明するこ
とで絵の内容がご本⼈様にも伝
わり得に関しての話が広がりや
すくなってきました。

●スイカが⾷べたい。
⾥⼭

8/11 15:30 20
●「お店でかき氷を買って⾷べた
ことを思いだす」と祭りでの出店
のお話をされた。

○本⽇は、気分もよくじっくり
と絵を眺めながら祭りのお話を
された。⽇によっては眠気があ
ると機嫌が悪いことがみられる
が本⽇は楽しく参加された。

●今は特にない。
⾦⿂すくい

8/14 14:30 20
●「通信簿は国語と数学は得意で
成績も良かった」と好きな科⽬に
ついてお話をされた。

○得意の教科をお話しすること
で表情も⽣き⽣きされ気分よく
話をされ話の内容も広がりやす
く他者との会話も楽しく⾏う事
が出来た。

●特に今は無い。
通信簿

8/18 14:20 20
●「お家は学校の下だったから帰
りは早かったよ。確か⻄野⼩学校
って⾔ってよく勉強をしたよ」と
話された。

○会話の中で参加者の声に⽿を
傾けながら、うなずいたり、笑
ったりと絵を⾒ながら楽しく参
加された。また話を聞きながら
話題も広がり楽しい様⼦が⾒ら
れた。

●「こんな年になって、特に
なんにもない」と聞き出せ
ず。帰り道

8/23 14:20 20 ●「畑で作ったスイカを両親が切
って⾷べさせてくれた」と畑で野
菜などを作っていた思い出を気分
よく話された。

○絵を⾒ながら何が書いてある
か興味を持って眺められるよう
になったと感じた。会話の数も
増えて笑顔が多くなってきてい
る。

●「冷たくておいしい スイ
カが⾷べたい。」

⽤⽔路

8/25 14:20 20
●「相撲は好きだったからよく⾒
ていたよ、最近もテレビでやって
るかしら、楽しみでいいよね」と
嬉しそうにお話しされた。

○話をされる時に笑顔が増えて
きた。興味が無いと絵を⾒なが
ら途中でウトウトされる事が⽬
についていたが最近は話をしな
がら楽しんでおられる様⼦が⾒
られるようになってきている。

●「また相撲を⾒ながら楽し
みたいね。」

相撲

8/31 15:40 20
●「近所の友達とはおはじきやお
⼿⽟、お⼈形遊びを良くしまし
た」と⼦供の頃を思い出しながら
話された。

○絵をじっと⾒つめながら、
「⼦供が書いてあるが、何をし
てんのだろう」などと話しかけ
られる事が増えてきた。絵を⾒
ながら話しの広がりも出てき
た。

●「今はとくにないねぇ」と
話される。

ご近所

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

8月1日 ～ 8月31日

３ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

9/3 10:00 20
●体操に参加され体を動かされ
る。 スタッフとの会話に笑顔を
浮かべ楽しまれる。

○ウトウトされる事が少なく
なり会話をされる場⾯が増え
た。

●ゆっくりと毎⽇を過ごした
い。

9/8 14:00 20

●「窓が開いてない、そこの窓き
ちんと閉めてよ」と窓は開いてい
ないが職員へ何度も声を掛けてお
られた。

○エアコンの⾵が当たり窓が
開いているように感じたので
はないか。それ以外は⾃分の
ペースでゆっくりと過ごされ
る。

●ゆっくりと毎⽇を過ごした
い。

9/11 14:30 20

●「今⽇は何曜⽇」などスタッフ
に尋ね、会話をされる様⼦が⾒ら
れる。ホールで過ごされる際に、
会話をされる事が増えてきてい
る。

○空調の温度が丁度過ごしや
すい為か、寒さが気になられ
ず、その分会話が増えている
ように感じる。環境が気にな
る事で⼝数が減ったりじっと
されていることが多い様⼦。

●ゆっくりと毎⽇を過ごした
い。

9/15 16:00 20

●本⽇は⽬を閉じてブツブツと⼩
声で何かをつぶやいている様⼦。
声を掛けると「いや、元気で調⼦
が良いよ」と話され、「何か歌い
たい気分よ」と笑っていた。

○職員の声かけに笑顔を浮か
べる事が増えてきている。活
動の参加も良く、⾝体を動か
され楽しまれる様⼦も⾒られ 
るようになった。

●ゆっくりと毎⽇を過ごした
い。

9/20 15:00 20

●「今⽇は何かあるのかしら」と
職員へ声を掛けたり、流れてくる
⾳楽に合わせて⼝ずさみながら楽
しく過ごされる。

○室温的に過ごしやすい様⼦
にて表情も落ち着いた様⼦に
て穏やかに過ごされる。前回
のようにイライラした様⼦は
⾒られず会話を楽しみながら
過ごされる。

●話をしながら楽しく過ごし
たい。

9/23 14:30 20

●「トイレはどこ」と落ち着かな
い様⼦。トイレへ誘導を⾏った
後、10分後には再度トイレに訴え
が⾒られ誘導する。「今から何か
あるの」と職員へ尋ねられ15時の
お茶の時間を伝えると「もうそん
な時間」と驚いておられた。

○トイレに⾏く回数が多く感
じたが安⼼できる対応にて落
ち着て過ごされる。職員への
声掛けが増えてきている。

●話をしながら楽しく過ごし
たい。

9/25 15:30 20
●体操に参加される。職員の動き
に合わせながら、楽しく参加され
た。

○⾸を回したり腕を動かした
りと⾃分から参加されるよう
になってきた。

●楽しく過ごしたい。

9/30 15:00 20

●「あんた久しぶり、たまにはま
た何かやってよ」と話しかけられ
る。歌を⼝ずさんだりしながら気
分よく過ごされる。

○私の顔を⾒るたびに声をか
けられなじみの関係が出来た
と感じる。笑顔も多く⾒られ
るようになり歌を歌いながら
過ごす時間が増えた。

●楽しく過ごしたい。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

4ヶ月目 　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を８日分、記録します

9月1日 ～ 9月30日
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◯回⽬の評価 1 2 3 4

評価予定⽇ 5/31 6/30 8/31 9/30

評価実施⽇ 5/31 6/30 8/31 9/30

1 同じことを何度も何度も聞くことがある 3 3 2 2
2 よく物をなくしたり、置場所を間違えたり、隠したりする 4 3 3 2
3 ⽇常的な物事に関⼼を⽰さない 3 2 2 2
4 特別な理由がないのに夜中起き出す 2 2 2 1
5 特別な理由がないのに、⼈に⾔いがかりをつける 2 3 2 2

6 昼間、寝てばかりいる 4 3 3 2
7 やたらに歩き回る 2 2 1 1
8 同じ動作をいつまでもくりかえす 3 2 1 1
9 ⼝悪くののしる 2 2 1 0

10 場違いあるいは、季節に合わない 不適切な服装をする 4 4 4 3

11 世話をされるのを拒否する 1 1 1 0
12 明らかな理由がなしに物を貯めこむ 1 1 1 1
13 引き出しやタンスの中⾝を全部だしてしまう 1 1 0 0

合計点 32 29 23 17

評価点 評価 １週間に例えると
０点 　全くない -
１点 　ほとんどない 　週１日ある
２点 　ときどきある 　週２日ある
３点 　よくある 　週3～４日ある
４点 　常にある 　ほぼ毎日ある
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Q.1 コミュニケーションは、どのように変化しましたか？ 
  ・事前評価期間 は、 
    ミッケルアートを実施する前は、ほとんど⾞椅⼦で下を向いて寝て過ごされるか、ぶつぶつなにかつぶやき 
    ながら他者との会話もほとんど⾒受けることは少なかった。ミッケルアートを⾏う事で、会話される事が増 
    え、⽇中も寝て過ごされる事が減り毎⽇活気ある⽣活を送られるように変化が⾒られた。 
    声を掛けられることも増え笑顔が増えた。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施⽇ は、 
    トイレの訴えが多く、⾞椅⼦で寝て過ごす時間が多かったが、ミッケルアートを実施すると、楽しく過ごす 
    時間が増えて、トイレへの訴えも少なく、会話や歌を歌ったりして気分よく過ごす事が多く⾒られた。また 
    他者との会話をする機会が出来て。表情の変化が⾒られた。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施しない⽇ は、 
    何もない時には⼀⼈で下を向いてボーッとされる姿が⾒られた。職員の声かけに「今⽇は何もないの」と活 
    動に対して興味を持たれている様⼦が⾒られた。また、以前のようにトイレへの訴えが多く⾒られるように 
    なった。「すみませーん」と⼤きな声を出される事もあった。 

Q.2 趣味趣向について、どのようなことがわかりましたか？ 

  ・やりたいこと     みんなで集まって歌を歌う事。美味しい物を沢⼭⾷べたい。   
              ⾃分のペースでゆっくりと毎⽇を過ごしたい。 

  ・⾷べたい物      昔懐かしいお祭りの出店の⾷べ物や、ソーメンやご飯、お餅と懐かしい昔の味をまた 
              味わいたい。 

  ・⾏ってみたい場所   神社のお祭り。 

  ・⼤切にされていること 1⼈の⼈間として⼤切にして貰いたい思い。病院時代に培った事を活かして今度はその 
              分、⾃分の事も⼤切にして貰いたい思いがある。その分、⾃分の関わり⽅も尊厳を⼤ 
              切にしながら関わりを持たせて頂いている。 

Q.3 ミッケルアートを使うときに、⼼がけていることや、⼯夫されていることは？ 
    ご利⽤者様の表情の変化と反応を⾒ながら、ミッケルアートのテーマに興味を⽰して頂けるような声掛けや 
    会話の内容に注意しながら実施を⾏った。⼩⼈数での取り組みにて会話の内容が1⼈ひとりかみ合わなかった 
    り、他の事が気になって集中出来なかったりすることがあったので、話の話題も様⼦を⾒ながら少しずつ広 
    げ、興味を持たせながら、みんなで会話を楽しむことが出来たと思う。 
    1⼈ひとりの会話の発⾔の内容を⼤切にしながら実施した。 

Q.4 周辺症状は、どのように変化しましたか？ 
    ミッケルアート実施前に⽐べると、表情も豊かになり徐々に周辺症状についても改善が⾒られた。季節に合 
    わない格好で「寒い寒い」などの訴えがみられたが、ミッケルアートの実施により周辺症状も落ち着き活動 
    に集中する時間が⻑くなった。トイレに対しての⼼配も軽減され、トイレへの訴えも少なく落ち着いて過ご 
    して下さるようになった。 

Q.5 ⾃由記述（感想や気づき） 
    今回の実施にてアートを使⽤するが、視⼒低下から何の絵が描かれているか分からないことがあった。絵に 
    ちなんだ話を盛り込みながら、じっくり絵を⾒ていただくことで、何が書いてあるか認識して頂くことがで 
    きた。会話の中で、参加者が絵を理解して頂きながら懐かしい頃のお話を伺うために、参加者がテーマに 
    沿って⼀緒に楽しむ事の⼤切さを感じた。認知症の症状からそれぞれ、話の内容が合わなかったりすること 
    が多かったが、⼀⼈ひとりの声を⼤切にしながら話をすすめることで参加者が楽しんで頂くことが出来た。
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年齢 94

性別 ⼥性

介護度 4

認知症の種類 アルツハイマー型認知症

認知症⾃⽴度 Ⅲa

寝たきり度 B1

⽣活状況

市街の⾃宅で1⼈暮らしをしていたが⼊院治療後、現介護⽼⼈福祉施設に⼊所中。結婚歴は無く姪が⽀援してい
る。対象者は⼤動脈弁閉鎖不全症、胆⽯、多発性脳梗塞、アルツハイマー型認知症の既往があり、⽇頃、移乗、
移動等に⾒守り、介助が必要で歩⾏は出来ず、⾞椅⼦を使⽤し、施設内の⾃⾛は⾏うが⾝体維持が不安定で常に
⾒守りが必要。理解⼒低下で意思疎通にも⽀障があり、帰宅願望、感情不安定、勝⼿な⾏動等が⾒られて職員は
対応に苦慮している。

⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

5/17 15:30 20
○周りの様⼦を伺いながらクスク
ス笑ったり、時折ブツブツ何かを
⾔いながら過ごされる。

●「ここから早くいかないとい
けない」と少し落ち着かない様
⼦で話していた。

○コミュニケーションを⾏い
ながら毎⽇安⼼して落ち着い
た⽇々を過ごして頂きたい。
また他者との関わる時間を増
やして楽しく過ごしてほしい

5/22 15:10 20

○周りを⾒渡しては、⾞椅⼦のタ
イヤに⼿をかけたりとソワソワし
た様⼦。ブツブツ何かつぶやいて
いる。

●「⽗が病院に⼊院した。どう
しようか」と話をされる。「先
⽉は⾃分が病院に⼊院して、こ
の間退院してきた」と話をされ
る。しばらく会話を⾏う。

○本⼈の⼼配事を職員が寄り
添い⼀緒に考える事で安⼼し
て過ごしてほしい。会話の機
会を増やして本⼈様との関係
性を⾼めていきたい。

5/26 14:50 20

○お⼀⼈での会話が⾒られる。時
折隣の⽅に話しかけられるが、意
味の分からないことを話して会話
が成り⽴たない様⼦。

●「農協に⾏かないといけな
い。あーうん、そうなの」等ぶ
つぶつ会話をしながらお⾦のこ
とを⼼配している様⼦である。

●農協に⾏きたい。      
   ○特に⾞椅⼦を動かさ
れる事も無く、会話に⼿の様
⼦を⾒ていたので、訴えが⾒
られる時には、園内を散歩が
てら活動へとお誘いしていき
たい。

5/30 14:50 20

○リハビリ体操が⾏われたが、参
加される様⼦も⾒られず、何をし
ているのだろうと周りを⾒回して
は「クスクス」と笑っておられる
様⼦

○リハビリ体操が⾏われるが、
⽿が難聴の為、周りが何をして
いるのか理解できていなかっ
た。

○⽇中の活動性を⾼め、夜間
はゆっくりと休んで頂きた
い。また、体操に周りの⽅々
と⼀緒に参加してほしい。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を４日分、記録します。

5月17日 ～ 5月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

6/2 15:20 20 ●「みんなまじめに頑張っている
ねぇ」と絵の様⼦を話される。
「私は昔よく⾷べた、からいもが
⾷べたい」などと昔よく⾷べてい
たカライモの話をされるが、しば
らくするとウトウトされ眠たい様
⼦が⾒られた。

○⼀週間のうち2⽇程眠気の強
い⽇が⾒られる。夜間の不眠の
報告は特にない。離床時間が⻑
いと疲れてしまうのではないか
と思う。今回は好きな⾷べ物の
お話であった為、会話を続ける
ことが出来た。

●昔⾷べたカライモが⾷べた
い。ご飯の準備

6/5 15:30 20 ●「昔は算数が得意だった。良く
100点を取ったもんだ」と懐かし
そうに話される。同じ教室に好き
な⼈はいたが、「好きとは恥ずか
しくて⾔えなかったよ」と笑いな
がら話された。

○最初は眠たい為か、興味を⽰
される事が無く、「あー眠た
い」と声を出されていたが、昔
の話をしていると⾃然と昔の思
い出を話し始めて下さる。

●また算数で100点がとりた
い。国語の授業

6/9 15:00 20 ●「トマトは家で⾷べる分作っと
ったなぁ」井⼾のアートを眺めな
がら「シャンシャンシャン、琴を
買いに⾏くところ」など井⼾の絵
が琴に⾒えたのか、楽しく歌を歌
ったりされた。

○前回の実施に⽐べてアートに
興味を持ち、じっくり眺められ
るようになってきた。絵を⾒な
がら昔を思い出し会話も広がり
やすかった。

●早く⽣まれ育った枕崎に帰
りたい。おばあちゃんとひ孫

6/12 14:40 20
●「⼿伝いは良く畑の草取りをし
ていました。タバコや⾖を植えて
いたから沢⼭草取りをしまし
た。」

○眠たい為か、最初はウトウト
されスタッフの声掛けにも⼿で
〇を作ったりと眠気が強く会話
がなかなか出来ない様⼦であっ
たが、周りの⽅々の声掛けに
徐々に覚醒され話をされた。

●今⽇は眠たいから布団で早
く寝たい。お⾵呂と洗濯

6/16 15:40 20 ●「この絵はヤギ、ヤギじゃなく
て私は⼋⽊病院で働いていたの
よ」と昔働いていた時のお話をさ
れる。

○アートの絵から昔働いてい
た、病院の思い出を話される事
で⽣き⽣きした表情を浮かべ話
される。

●こんなかわいい⼦供と遊び
たい。ヤギのお世話

6/19 15:00 20 ●「料理はあんまりしなかった。
病院のまかないを⾷べていたから
料理をすることがあんまりなかっ
たねぇ」「買い物も畑があったか
らそこでほとんど作って⾷べてい
たから買い物も必要なかった」と
話された。

○⼣飯については昔は看護師を
していた為、病院での⾷事が多
く⼣飯を作る機会が少なかった
と話されるが、病院の思い出話
を⾊々とお話しされた。

●畑はもうしたくないから、
あんたにお願いしたい。⼣⾷の買い物

6/24 15:40 20
●「今⽇はとにかく眠い早く寝た
い」と夜間帯、不眠が⾒られる。
時折参加され、お話をされるが、
ウトウトすることが多かった。

○昼夜逆転傾向で⽇中はほとん
どウトウトされていた。興味の
ある話については参加され⼆⾔
程度であるが話をされあとは、
眠い為か、⽿を傾けられる事は
無く、ウトウトされる。

聞き出せず
⾦⿂すくい

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

１ヶ⽉⽬  ミッケルアートを使って、その時の様⼦を８⽇分、記録します。

6月1日 ～ 6月30日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

7/1 15:00 20 ●「昔は⼿で苗を植えて⽶やもち
⽶をよく作ったよ」と昔の思い出
をお話された。

○少しづつ興味を持たれてきて
いる様⼦。絵を⾒ながら会話が
増えてきている。

●農協に⾏きたい。
帰り道

7/3 16:50 20 ●「豚は飼わない⽅がいいよ、畑
をするから⾯倒⾒切れない」と話
され、茅葺屋根の建物に「懐かし
いねぇ」と笑顔を浮かべる。

○つじつまが合わないことを話
される場合、会話に合わせて返
答しているが、会話が広がりに
くい場⾯がある。

●こんな家にまた住んでみた
い。

⾥⼭

7/7 15:00 20 ●「⼦供の頃の通信簿は⼈よりも
良かった。うちは親が良かったか
らねぇ」と話され「働きながら通
信簿ももらえたから」とお仕事を
していた時の評価も交えてかお話
をされた。

○⼦供の頃と忙しく仕事をして
いた時の思い出が重なり通信簿
の評価としての事柄をみんなに
話していた。また⼦供が好きな
ので「かわいいかわいい」と絵
を⾒ながら喜ばれていた。

●⼦供たちと遊んでみたい。
通信簿

7/10 20 ○眠気の周期が来ているせいか本
⽇は朝から眠っていることが多か
った。アート開始前はお茶を飲ん
だりされていたが、いざ実施して
みるとすぐに眠ってしまい。その
まま眠っていた。

○夜間は良くねむっておられる
が周期によって眠気が強く⼀⽇
眠っている⽇が⾒られる。活動
の時間を増やしながら⽣活リズ
ムを整えていきたい。

聞き出せず
⽤⽔路

7/13 15:00 20 ●３箋もらってお店で買い物を思
いだす。綿あめをよく⾷べて美味
しかった。花⽕もきれいだった」
と話される。

○⼦供の絵をみると「かわいい
かわいい」と興味を持たれお祭
りでのお話を広げながら会話が
出来た。

●また花⽕が⾒たい。
⾦⿂すくい

7/16 15:30 20
●「可愛いね、あたしは遊ぶひま
がなかった。⽥植えや、草払いを
よくしたよ」と話される。

○遊びに関しては家の⼿伝いが
多かったのか仕事についての話
を良くされていた。遊びについ
てはあまり⾃分から話される事
はなかった。

●⼦供が可愛いから遊んでみ
たいね。

将棋

7/20 15:00 20
●「昔は川でドジョウすくいをし
てたんだけど、今もまだ捕れるん
やろうか」と話される。

○笑顔で話される様⼦が増えて
きている。⽇によっては眠い様
⼦にて会話がなかなか広がらな
い時もみられるが、今⽇は嬉し
そうに話をされる様⼦が⾒られ
た。

●ソーメン流しがしてみた
い。近所の川

7/25 15:10 20 ●「海どころか、⽥んぼや畑の仕
事が忙しくて、遊ぶことが出来な
かったよ」と海についての質問を
しながら様⼦を⾒るが、余裕があ
ったら遊びもしないと、と仕事で
の話をされた。

○遊びに関しては、やはり忙し
かったことから、仕事について
の話が多く聞かれた。潮⼲狩り
などやった事はある様⼦だが、
余裕がなかったから、まずは仕
事からと仕事の話をされた。

●余裕が無いので今は何も無
い。

海岸沿いの松並⽊

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

２ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。

7月1日 ～ 7月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

8/4 15:30 20 ●「あら〜可愛いねぇ」「浴⾐が
可愛い」と⼦供の絵に興味をもた
れ、お話をされる。

○最初は笑顔で話をしながら参
加していたが時間が経つにつれ
てうとうと寝ている様⼦が⾒ら
れた。

●祭りで踊りを踊りたい
⾦⿂すくい

8/7 15:20 20 ●「今⽇はなにかな」と最初は興
味を持たれていたが、途中より眠
気が強い為か、ウトウトされ寝て
いる事が多く⾒られた。

○眠気が多く⾒られる周期の為
か、最初からウトウトされる様
⼦でした。声を掛けると⽬を開
けて参加して下さるが、時間が
経つにつれて寝て過ごされた。

聞き出せず
⾥⼭

8/11 15:30 20 ●「そうねぇ、⾏った事はあるけ
ど…」と今回も眠気が⾒られ、ウ
トウト⽿を傾けながらの参加とな
りました。

○祭りの話は少しされあとは、
ウトウトと顔を挙げたり下を向
いたりの繰り返しにての参加。
声をかけるものの眠気が強く寝
てしまうことが多かった。

聞き出せず
⾦⿂すくい

8/14 14:30 20 ●「お茶の葉をよくつんだ」など
通信簿に関した質問を⾏うが「み
かんをむきますよ」などと⾔い、
アートに関しての話を⾏う事に時
間が掛かった。後半からは、⼩学
校、⼥学校、看護学校と話をして
下さった。

○テーマに沿っての話を理解し
て頂くまで⾊々な話を盛り込み
ながら時間が掛かる。難聴もあ
る為か、なかなか声が聞き取り
づらい為、通信簿とかけ離れた
話の展開が多かった。

●テストで100点とりたい。
通信簿

8/18 14:20 20 ●「私は⾜が速かったから、帰り
はすぐ家に帰りついていた」と話
された。その後も奈良の⼤仏のは
なしなどの思い出をお話された。

○絵を⾒ながら夏に稲刈りをし
たり、畑仕事の事を思いだされ
話の話題が広がり会話が弾み、
皆様の笑顔が多く⾒られまし
た。

●そんな贅沢はできないと聞
き出せず。

帰り道

8/23 14:20 20 ●「⽤⽔路は⽥んぼや畑に⽔やり
で⼤事だよ。美味しい野菜が⾷べ
られるのもこのおかげ」と話をさ
れ、昔は蛍がみられたなど思い出
を話された。

○⼦供の絵によく反応をされて
いたが絵を⾒ながら他の絵にも
興味を⽰すようになってきてい
る。

●また蛍がみられたらいい
な。

⽤⽔路

8/25 14:20 20 ●「お相撲さんはあんまり⾒なか
ったかな、当時はテレビがなかっ
たから畑の⼿伝いをほとんどやっ
ていた」と当時の出来事を話して
下さった。

○うとうとされる⽇が少なくな
ってきているせいか、絵を眺め
ながら話をされる時間が増えて
きた。当時の思い出を以前より
もよく話されるようになった。

●相撲よりも野球がすきだっ
たからまた⾒たい。

相撲

8/31 15:40 20 ●「⼩さい頃は遊んでいる暇なん
てなかった。洗濯物たたみや畑の
⼿伝いで忙しかった」と話される
が、参加者の話に⽿を傾けながら
「へーそうね」と笑顔で声を掛け
ておられた。

○遊びに関しては家のお⼿伝い
の話が多く、話がなかなか広が
りにくかった。他者の話に⽿を
傾けられることはあまり⾒られ
ないが本⽇は⽿を傾けながら参
加される様⼦が⾒られた。

●仕事が忙しくてそれどころ
じゃない」と話された。ご近所

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

8月1日 ～ 8月31日

３ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

9/3 10:00 20

●周りを⾒渡しながら「みんなば
あさんばっかり」と話され1⼈でク
スクス笑っておられる。職員の声
かけに笑いながら会話をされる。

○独り⾔が最近増えてきた。
以前は寝ている事が多く、⽬
を閉じていたが、ウトウトさ
れる事が減った分、ブツブツ
独り⾔が増えた様に感じる。

●楽しく過ごしたい。体操に
参加して⾝体を動かしたい。

9/8 13:00 20

●会話が多く⾒られ、近くにいる
職員へ声を掛けながら会話を楽し
まれる。いつもより興奮されてい
る様⼦にて隣の利⽤者の⽅の腕を
掴んだりと、いつもと違った⾏動
が⾒られた。

○昨⽇は朝から⼣⽅まで声か
けにほとんど反応なく、ぐっ
すり寝て過ごされていた為か
本⽇はいつもよりテンション
が⾼い様⼦だった。

●楽しく過ごしたい。体操に
参加して⾝体を動かしたい。

9/11 14:00 20

●ウトウトされることが⾒られ
る。職員の声掛けに「なんでそん
なに私を呼ぶのよ」と少し機嫌の
悪い様⼦。周りが気になる様⼦
で、しばらくすると⾞椅⼦の上で
ウトウト居眠りをしながら過ごさ
れる。

○昨夜不眠であった報告は特
にないものの周期的に眠たか
った様⼦。眠りを邪魔され少
し機嫌の悪い様⼦が⾒られ、
他者との会話は⾒られなかっ
た。

●ゆっくり眠りたい。

9/15 16:30 20

●「ちょっと⾒せて」と隣の⽅の
バスタオルに⼿をかけてタオルの
名前の確認をされる。その後もテ
ーブルをドンっと叩いたりと落ち
着きのない様⼦にて職員と会話を
しながら過ごされる。

○気分が乗らないせいか職員
の声かけに機嫌の悪い様⼦が
⾒られる。最近はイライラさ
れる様⼦は⾒られなかったが
本⽇は落ち着かない様⼦にて
過ごされる。

●⾃分のペースで思うように
過ごしたい。

9/20 14:30 20

●「アハハハ」と周りの⽅の様⼦
を⾒ながら⼤笑いをされる。職員
の声かけに「いいやなんでもない
のよ」と話され、その会話を楽し
まれる。

○眠たい様⼦も⾒られず、会
話を楽しみながらゆっくりと
過ごされる。 発⾔について
は意味の繋がらない⾔動が⾒
られるが、気分よく過ごされ
る。

●話をしながら楽しく過ごし
たい。

9/23 15:00 20

●「すみませーんお⾦を少し分け
てください」周りの⼈に声を掛け
られる。枕崎に帰りたい様⼦にて
「あらいつものあんた、あんたの
⾞に乗せてよ」とはなされそのま
ま会話を⾏いながら途中より帰る
ことを忘れて看護⼠だったころの
話をされる。

○最初は落ち着きが⾒られな
かったが別の職員が⽖切りを
⾏っている様⼦が⽬につき看
護婦さんだったころの話を思
いだしながら気分よく話して
下さった。

●話をしながら楽しく過ごし
たい。

9/30 15:30 20

●「農協に⾏きたいの」とお⾦の
⼼配があるのか、周りの⽅に声を
掛けながら落ち着かない様⼦。間
に⼊り声をかけると「あんたが来
てくれた」とホッとした表情を浮
かべて会話をする。

○会話を通じて安⼼される姿
が⾒られた。そわそわしてい
る事が⽬についたが会話を⾏
うことで安⼼され落ち着かれ
る。

●安⼼して過ごしたい。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

4ヶ月目 　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を８日分、記録します

9月1日 ～ 9月30日
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◯回⽬の評価 1 2 3 4

評価予定⽇ 5/31 6/30 8/31 9/30

評価実施⽇ 5/31 6/30 8/31 9/30

1 同じことを何度も何度も聞くことがある 3 2 2 2

2 よく物をなくしたり、置場所を間違えたり、隠したりする 2 2 1 0

3 ⽇常的な物事に関⼼を⽰さない 3 2 3 2

4 特別な理由がないのに夜中起き出す 2 2 2 1

5 特別な理由がないのに、⼈に⾔いがかりをつける 2 2 2 2

6 昼間、寝てばかりいる 2 3 2 2

7 やたらに歩き回る 2 2 2 1

8 同じ動作をいつまでもくりかえす 1 1 1 1

9 ⼝悪くののしる 1 1 1 1

10 場違いあるいは、季節に合わない 不適切な服装をする 2 2 1 1

11 世話をされるのを拒否する 2 2 1 1

12 明らかな理由がなしに物を貯めこむ 1 1 1 0

13 引き出しやタンスの中⾝を全部だしてしまう 1 1 1 1

合計点 24 23 20 15

評価点 評価 １週間に例えると
０点 　全くない -
１点 　ほとんどない 　週１日ある
２点 　ときどきある 　週２日ある
３点 　よくある 　週3～４日ある
４点 　常にある 　ほぼ毎日ある
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Q.1 コミュニケーションは、どのように変化しましたか？ 
  ・事前評価期間 は、 
    寝て過ごされる事が多かった。特に夜間眠れない様⼦は⾒られないがウトウトされる事が⽬についた。声掛 
    けには返答はできるが話のつじつまが合わないことが多い。⼣⽅になると帰宅願望から「家に帰る」と⾔わ 
    れ、ソワソワ落ち着かなくなる。何度も同じことを繰り返し話される。他者との会話もかみ合わず独り⾔を 
    話しながらクスクス笑ったりされる姿が⾒られる。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施⽇ は、 
    ⼦供が好きな様⼦。実施後は楽しそうに会話をされる姿が多く⾒られるようになった。また昔を話を思い出 
    され、看護師の頃の⼤変だったことや遊ぶ事よりも、家の⼿伝いの話など活き活きとした表情で話をしなが 
    ら過ごされるようになった。寝て過ごす時間も少しずつであるが減ってきている。 
   「今⽇は何」と⾔いつつ楽しく参加された。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施しない⽇ は、 
    他者に声を掛ける場⾯を多く⾒られるようになった。以前は、独り⾔を⾔いながら⼀⼈で過ごされることが 
    多かったが利⽤者や職員との会話も⾒られるようになった。職員の声かけに対しては、よく返答されるよう 
    になった。声掛けが少ないと寝て過ごす事が⾒られる。 
    できるだけ声を多くかけ刺激を与えながら様⼦を⾒ていくとする。 

Q.2 趣味趣向について、どのようなことがわかりましたか？ 

  ・やりたいこと     ゆっくりと会話をしながら楽しく過ごした。話す事で表情も穏やかになり、また活動 
              に対しても気分良く参加される姿が⾒られるようになった。周りのペースに合わせる 
              より⾃分のペースで時間を過ごしたい。 

  ・⾷べたい物      美味しい物の中で、そうめんが好きで⾷べたいとの訴えが多く⾒られた。 

  ・⾏ってみたい場所   ⾃分の家に帰りたい。農協に⾏ってお⾦を引き出したい。今回の実施期間の中で、特 
              に希望が多かった。 

  ・⼤切にされていること ⼦供に⼼配を掛けないようにされている事。お⾦の⼼配やご⾃宅など⼦供に迷惑を掛 
              けてはいけないと会話の中で話される事が⾒られた。また、職員に対してもケアの場 
              ⾯で「すみません、いつもご迷惑をかけて」と声を掛けられることが多くみられる。  

Q.3 ミッケルアートを使うときに、⼼がけていることや、⼯夫されていることは？ 
    ご本⼈様が、集中して参加できるように、事前にアートに合わせて話の内容を考えたり興味を持って参加が 
    出来るように話題を考えながら実施した。話のつじつまが合わないことが多かったが、その時の本⼈の会話 
    内容に合わせながら、参加者全員が共有できる質問内容を問いかけたりすることで、楽しく参加して頂ける 
    ことが出来たと感じます。 

Q.4 周辺症状は、どのように変化しましたか？ 
    ⽇中の会話をされる姿が増えた。寝て過ごす事が多かったが、覚醒時間が多くなり、時折⾞椅⼦を⾃⾛され 
    移動される事も⾒られるようになった。表情も以前に⽐べ明るくなり⾝体を動かす事も増えた。会話内容も 
    ⽇によっては違いが⾒られるが、会話内容に沿った返答が帰ってきたリ、相⼿の話される事に⽿を傾けられ 
    るようになってきている。 

Q.5 ⾃由記述（感想や気づき） 
    今後もご本⼈様の⽣活リズムに合わせながら、実施していきたい。また他者との関わる時間が増えたことで 
    声を掛けられる姿も多く⾒られるようになってきているので、本⼈の⾏動を⼤切にしながら多くの⽅とコ 
    ミュニケーションが取りやすいように、環境⾯から本⼈が安⼼して過ごす事が出来るように努め、継続して 
    実施していきたい。
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年齢 88

性別 ⼥性

介護度 1

認知症の種類 アルツハイマー型認知症

認知症⾃⽴度 Ⅲ

寝たきり度

⽣活状況
⾃⽴歩⾏、話す事が好き読書をよくされている。在宅時は畑仕事をしていた。被害妄想が強く出現
することがあり認知症症状みられ同じことを繰り返すようになる。

⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

5/11 15:30 10
○お茶のお声掛けするも居室にて
寝ておられる。

○居室にて休まれている事が多
くホールへ来られてもすぐに部
屋へ戻られる。

○⽇中で活動性を増やしてい
けたらと思う。

5/12 15:00 10
○居室にて休まれている。お茶や
⾷事の声かけにてホールへ出てこ
られる。

○最近は夜間良眠されている事
が多く⽇中休まれていると考え
られる。

夜間よく寝て頂く為に、でき
る事を増やしていけたらと思
う。

5/13 10:00 10 ●結婚の話をされる。
○体を動かす事が好きだったよ
うに感じた。

体操やレクリエーションへの
声かけを⾏う。

5/14 10:30 10
○⽇中傾眠強く声かけおこなうも
すぐに⼊眠される。

○昼夜逆転傾向である。
○⽇中で活動性を増やし夜間
良眠して頂き規則正しい⽣活
を送ってほしい。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

 ＜記号の意味＞ 
   ⽂章の始まりには、次の記号をつけます。 
  ●評価対象者が⾔ったこと、△家族が⾔ったこと、◯ケア者が気づいたこと

　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を４日分、記録します。

5月1日 ～ 5月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

6/7 9:00 15 ●笑顔が⾒られお話して下さる。
昔は百姓だったと⾔われる。野菜
やお⽶を作っていたと話される。

○昔を思い出される事で話が広
がっていった。

●早く部屋に帰って眠りた
い。と会話の途中で話され
る。農作業

6/9 9:10 15 ●昔の台所はこんなのだったよ、
ここでご飯を炊いて野菜煮たり味
噌汁を⺟が作っていたよと話され
る。

○⺟親がしていてお⼿伝いをし
ていた事をよく覚えているよう
で沢⼭話を聞くことができた。

●家事など、何でもいいので
⼿伝いをしたい台所

6/11 13:30 15 ●買い物は⾏かなかったよ百姓だ
ったし⽶や野菜は作ってたし、た
まに⿂や⾁を売りに来ていて、そ
れを買って⾷べよったよと話され
る。

○百姓だったからそれしかして
こなかったのよと話される。

聞き出せず。⼣飯の買い物

6/15 13:40 15
●「私は、息⼦２⼈で⼥の⼦はい
なかったのよ」と話される。

○これまでされてきたお話しを
繰り返し話される。

聞き出せず。茶の間

6/17 11:35 15 ●料理は味噌汁か煮物しかないじ
ゃない他の料理は分からないと話
される。

○絵をみられ「刺⾝が⾷べたい
ね」と話される。

○お刺⾝や美味しい⿂を⾷べ
たい。茶の間

6/20 9:00 15
●野菜は沢⼭作ってたよと話され
る。

○苦労されていた事を以前同様
に話される。

聞き出せず。
農作物

6/21 13:40 15
●「かわいい⼦供だね」と息⼦さ
んの⼦供の頃の話をされる。

○⼦育ては家にご主⼈がいなく
てお⼀⼈で⼤変だったと話して
いた。

聞き出せず。
昼休み

6/22 14:00 15 ●「私は⼥学校はいかなったよ」
と話される。本を読むのは好きだ
よと話される。

○これまでも、沢⼭本を読んで
こられたみただ。だのような本
をよんだのかは覚えておられな
い。

○いろんな本を読みたい。昼休み

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

１ヶ⽉⽬  ミッケルアートを使って、その時の様⼦を８⽇分、記録します。

6月1日 ～ 6月30日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

7/5 9:30 15
●⼩学校ではめんこやかくれんぼ
などして遊んでたよと話される。

○懐かしそうに⾊々と語られ
る。

聞き出せず。
学校

7/9 13:10 15
●⼦供の時はみんなこんな髪をし
てたよと話される。

○⼦供の絵をみて、すごく喜ば
れる。 ○楽しく過ごしたい。

⼊学式

7/19 9:00 15 ●「私の家は百姓だったから畑仕
事ばっかりしてきたよ。」と話さ
れる。

○嬉しそうに昔の話をされる。 ○畑仕事はもうしたくないが
お花を育ててみたい。台所

7/20 9:15 10 ●学校帰りは道草なんかしてない
よ、家に帰ってから仕事があった
からねと話される。

○嬉しそうに昔の話をされる。 ○たくさん本を読みたい。
学校

7/22 9:30 15
●⼦供をみてこんな時もあったと
話される。

○他者との会話も少しずつ増え
てきている。 ○楽しく過ごしたい。

⼊学式

7/25 9:50 10
●よく家の⼿伝いをしていたと話
される。

○最近は部屋から出てこられて
いる。 ○楽しく過ごしたい。

台所

7/27 9:20 15
●灯篭はしなかったねと話され
る。 ○嬉しそうに会話される。 ○楽しく過ごしたい。

灯籠流し

7/29 9:35 10
●⼩さい時はキャンディーを売り
にきていて買って姉妹で分けて⾷
べていたよと笑顔で話される。

○昔の記憶はよく覚えているよ
うだ。 ○本を沢⼭読みたい。

夏の⾵景

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

２ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。

7月1日 ～ 7月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

8/3 9:10 15 ●家の近くでは川もなく⼭⼿なの
で川遊びはしなかったと話され
る。

○幼い時の遊びはされていなか
ったようだ。兄妹の⼦守をして
いた。

●散歩をしたい。
⽤⽔路

8/4 9:20 10
●学校の通信簿をもらってたよ。
成績は普通の⽅だったよ。⼩学校
の時はいじめられっこでい、いい
思い出がないと話される。

○学校の話はあまりしたくない
ように感じた。 ●本は沢⼭読みたい。通信簿

8/6 9:30 10
●○×ゲームはしよったよと話さ
れる。

○⼦供の絵に興味を⽰され笑顔
⾒られる。 ●このままの⽣活でいい。

学校

8/10 13:20 10
●ご飯作りはよう、しよったと話
される。

○⾃尊⼼が刺激され嬉しそうに
たくさん話される。 ●⼜、何か作りたい。

台所

8/12 9:40 15 ●ご飯のおかずは野菜の煮物やら
漬物やら味噌汁ぐらいしか作らな
かったと話される。

○⾊々、動いて家の事をされて
いた。 ●楽しく過ごしたい。

台所

8/19 13:00 10
●祭りではアイスキャンディーを
買って⾷べたよと話される。

○⼦供の絵に興味を⽰され嬉し
そうの表情みられる。 ●アイス⾷べたい。

夏祭り

8/20 13:30 15
●川が家の近くになくて川での遊
びはないと話される。

○懐かしい絵に昔を思い出され
てよく話される。 ●川にも⾏きたい。

川遊び

8/29 9:25 10 ●将棋をした事はないよ。遊びと
いったらお⼿⽟遊びえをしたよと
話される。

○⼦供の絵を⾒て笑顔⾒られよ
く話をされる。 ●推理ものの本を読みたい。

将棋

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

8月1日 ～ 8月31日

３ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

9/2 10:00 5 居室で読書をされている。
好きな読書をされており、以
前より傾眠もすくなくなって
いるようだ。

⾊んな本を読みたい。

9/3 13:30 10 ⾃主的にパズルをされている。 集中して取り組まれている。 計算問題やゲームなどに参加
したい。

9/5 14:00 10 職員と談笑している。 笑顔も⾒られ他者と談笑され
ている事が多く⾒られる。 他者と沢⼭関わりたい。

9/9 14:00 5
レクリエーションに参加されてい
る。

レクリエーションに参加され
るようになった。 体⼒維持に努めている。

9/11 10:00 5
お茶を他者と飲まれ談笑されてい
る。

他者と談笑される事が多く⾒
かけられるようになった。 今の⽣活を維持したい。

9/12 13:00 5 昼⾷後、居室で休まれている。 居室で休まれているが以前よ
り少なくなった。 今の⽣活を維持したい。

9/13 14:00 5
レクリエーションに参加されてい
る。

レクリエーションに参加され
笑顔⾒られる。 ⾝体を動かされている。

9/15 15:00 5 お茶を他者と飲まれている。 会話も増えている。 沢⼭、⼈と関りたい。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

4ヶ月目 　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を８日分、記録します

9月1日 ～ 9月30日
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◯回⽬の評価 1 2 3 4

評価予定⽇ 5/31 6/30 8/31 9/30

評価実施⽇ 5/31 6/30 8/31 9/30

1 同じことを何度も何度も聞くことがある 4 3 2 2

2 よく物をなくしたり、置場所を間違えたり、隠したりする 4 3 2 2

3 ⽇常的な物事に関⼼を⽰さない 2 2 1 1

4 特別な理由がないのに夜中起き出す 2 2 2 0

5 特別な理由がないのに、⼈に⾔いがかりをつける 0 0 0 0

6 昼間、寝てばかりいる 4 3 3 2

7 やたらに歩き回る 0 0 0 0

8 同じ動作をいつまでもくりかえす 2 2 2 1

9 ⼝悪くののしる 1 1 1 0

10 場違いあるいは、季節に合わない 不適切な服装をする 2 1 1 1

11 世話をされるのを拒否する 0 0 1 0

12 明らかな理由がなしに物を貯めこむ 4 3 2 1

13 引き出しやタンスの中⾝を全部だしてしまう 3 2 1 1

合計点 28 22 18 11

評価点 評価 １週間に例えると
０点 　全くない -
１点 　ほとんどない 　週１日ある
２点 　ときどきある 　週２日ある
３点 　よくある 　週3～４日ある
４点 　常にある 　ほぼ毎日ある
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Q.1 コミュニケーションは、どのように変化しましたか？ 
  ・事前評価期間 は、 
    傾眠していたり居室で休まれている事が多かったが、今はホールへよく出てこられ他者や職員との会話が増 
    え、レクリエーションに参加されるようになった。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施⽇ は、 
    最初の頃は上⼿くコミニュケーションをとる事にできずにいたが、ミッケルアートを通して会話の量の増え 
    てきたようだ。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施しない⽇ は、 
    実施期間中はお声かけにホールに出てこられるようになった。実施していない期間は以前に⽐べて居室にい 
    る時間も少なくなったように感じた。 

Q.2 趣味趣向について、どのようなことがわかりましたか？ 

  ・やりたいこと     沢⼭の本を読みたい事がわかった。 

  ・⾷べたい物      美味しいのなら何でもいい。 

  ・⾏ってみたい場所   外にでてお花⾒、散歩をしたい。 

  ・⼤切にされていること ご⾃分の時間を⼤切にされている。 

Q.3 ミッケルアートを使うときに、⼼がけていることや、⼯夫されていることは？ 
    笑顔で接し会話が広がるように⼼がけ会話を折らないように⾏った。 

Q.4 周辺症状は、どのように変化しましたか？ 
    最初に⽐べて居室で過ごされる時間より、ホールへ出てこられるようになった。傾眠も以前とすると少な 
    くなった。 

Q.5 ⾃由記述（感想や気づき） 
    今後も、ミッケルアートを実施していきたい。これまでのご利⽤者様の⽣活歴や、他に引き出せてない事な 
    どをお聞きしたい。
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年齢 89

性別 ⼥性

介護度 4

認知症の種類 アルツハイマー型認知症

認知症⾃⽴度 Ⅳ

寝たきり度 B1

⽣活状況

⿅児島市出⾝。夫との間に2⼥が⽣まれた。平成21年に脳卒中でF脳神経外科に3か⽉⼊院した。こ
の頃すでに物忘れがあり、認知症と⾔われた。平成28年6⽉、熱発と腰痛の為XX病院へ⼊院し、退
院後不眠が続きイライラして落ち着かず、平成28年7⽉8⽇⼊院を希望して受診した。平成29年4⽉
グループホームへ⼊居となった。

⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

4/25 20
●「眠い」と居眠りしてい
る。

○夜間眠られていなかっ
た。

○⽇中の活動量を増や
し、夜間に良眠していた
だく。

4/27 20 ●計算プリントをしている。

○周囲の⽅が取り組まれて
いた為、声掛けを⾏う。 
「計算好きだよ」と話して
いた。

○⽇中の活動を継続的に
⾏い、規則正しい⽣活を
送ってほしい。

4/29 20 ●ウトウト居眠りしている。
○夜間良眠されていたが、
「眠い」と話していた。

○声掛けを⾏う等、活動
性を⾼め、規則正しい⽣
活を送ってほしい。

4/30 20 ●歩⾏訓練される。
○⽇中の活動量が少なく、
歩⾏時もふらつきがみられ
る。

○体操等を⾏い、筋⼒低
下に努めていきたい。

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

 ＜記号の意味＞ 
   ⽂章の始まりには、次の記号をつけます。 
  ●評価対象者が⾔ったこと、△家族が⾔ったこと、◯ケア者が気づいたこと

　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を４日分、記録します。

4月1日 ～ 4月30日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

5/4 20 ●「家の近くにポストはあった
ね。 
友達と家で遊んでたね」と昔の⼦
供の頃の事を話される。

●「⼦供の頃はおはじきやあや
とりを友達と遊んでた」と話さ
れる。

●娘様に⼿紙を書きたい。
おはじき

5/8 20 ●「せみが⽊についてるね。⿃も
たくさんとんでるね。」

○動物の絵に関⼼を⽰される事
が多い。

●おいしい⿂をたべたいね。
ふるさと

5/9 20 ●「⽴派な家だね、家で家事の⼿
伝いしてたよ。」

●台所の絵から、「よく料理を
していたよ」と話される。

聞き出せず
台所

5/13 20
●「あらっ、⼦供が相撲してるね
ー。」

○⼦供が遊んでる絵に関⼼を⽰
される事が多い。

聞き出せず相撲

5/17 20 ●「学校の絵だね、よくおぼえて
ないなー。」

●「娘も学校によく通ってたん
ですよ」と娘様のお話をされ
る。

●娘にあいたい。
国語の授業

5/22 20 ●「得意な教科はなかったねー。
家から学校までは遠かったよ。」

○学校の絵であった為に、話が
広がりやすかった。

●計算プリントしたい。
国語の授業

5/26 20 ●「学校の休み時間は友達と紙⾶
⾏機とかあやとりとかしてました
ねー。」

○教えて頂く姿勢がうまくと
れ、⾃尊⼼を刺激できた。

●昔の友達に会いたい。
昼休み

5/30 20 ●「⽩い⿃がたくさん⾶んでる
ね、猫は怖いよ。」

○動物の絵に関⼼を⽰される事
が多い。

聞き出せず
昼休み

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

１ヶ⽉⽬  ミッケルアートを使って、その時の様⼦を８⽇分、記録します。

5月1日 ～ 5月31日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

6/4 20 ●「あんちゃん、海がきれいだ
ね。泳ぐのは苦⼿だけど、みるの
は好きだよ。」

○海が書いてある絵をみて、関
⼼を⽰される。

●「海は泳いだことないけ
ど、⾏ってみたいね。」海沿いの松並⽊

6/6 20 ●「家族で囲んでよくご飯を⾷べ
てましたよ。」

○⼦供の頃のお話をされ、笑顔
が⾒られる。

●「うちの兄弟は今元気です
か？」台所

6/8 20 ●「⼦供がいっぱいいるね、これ
で何して遊んでるんだろうか。」

○⼦供が書いてある絵をみて、
⾃分の兄弟のお話をされるが、
兄弟の名前が思い出せず。

●「うちの兄弟の名前はなん
だったかな？」相撲

6/9 20 ●「私の兄弟は多かったよ、何⼈
いたかなー？」

○⼈物の記憶がなかなか出来
ず、兄弟の名前を思い出すこと
も困難。

●「姉ちゃん、なんでこうな
ったんだろうか。」相撲

6/13 20 ●「姉ちゃん、姉ちゃん、これ⼈
やらせんかね？」

○学校が主体の絵を⾒て、会話
が広がりやすかった。 聞き出せず

国語の授業

6/14 20 ●「あまり裕福な⽅ではなかった
けど、いろいろ楽しかったよ。」

○家が書いてある絵をみて、⼦
供の頃のお話をされる。

●「⾃分のおうちに帰りた
い。うちの⺟はどこです
か？」茶の間

6/19 20 ●「よくお⿂とか⾷べてました
よ。煮つけが好き。」

○⾷べ物が書いてある絵をみ
て、⾃分の好きな⾷べ物のお話
をされる。

●「刺⾝も⾷べたいね。」
茶の間

6/25 20 ●「⿃とか猫がいるね、姉ちゃん
怖くない？」

○動物が書いてある絵をみて、
不安な表情をされる。 ●「動物は苦⼿だよ。」

昼休み

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

２ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。

6月1日 ～ 6月30日
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

7/3 20 ●「あやとりとか、紙⾶⾏機
があるね、友達がしてた
よ。」

○昔遊んでた道具の話をし
たので、関⼼を⽰される。

●「昔は⾊々と遊んでた
ね。」あやとり

7/6 20
●「猫がいっぱいいるねー。
まんじゃなかせんかね？」

○動物が書いてある絵をみ
て、少し不安げな表情を⾒
せるが、絵だとわかり、穏
やかな表情になる。

●「昔は動物園で働いて
ましたよ。今もやって
る？」

茶の間

7/9 20 ●「姉ちゃん、祭りの絵だ
ね。かき氷とかあるね。」

○⾷べ物が書いてある絵を
⾒て、今はお腹がいっぱ
い。と話される。

●「今は何も⾷べなくて
もいいよ。」⾦⿂すくい

7/15 20 ●「姉ちゃん、⼦供が相撲し
てる絵だね、かわいいね。」

○⼦供が遊んでる絵を⾒
て、喜ばれる。

「楽しく過ごしたいです
よ。」相撲

7/19 20 ●「昔は祭りとかいってまし
たよ。近くでやってましたか
ら。」

○縁⽇の絵をみて、「これ
とか⾷べたいね。」と話さ
れる。

●「久しぶりに⾷べたい
ね」⾦⿂すくい

7/22 20 ●「兄弟が多かったもんです
から。⼦供がいっぱいいる
ね。」

○⼦供が書いてある絵をみ
て、⼦供の頃のお話をされ
る。

●「兄弟はどこかな？」
茶の間

7/24 20 「⿂が好きですよ。特に⽩⾝
の⿂が好きだね。」

○笑顔で過ごされるのが増
えてきた。

●「美味しいもの⾷べた
いね。」茶の間

7/29 20 ●「親の⼿伝いをしてました
よ。畑によく⾏ってた。」

○家族が写ってる絵を⾒
て、関⼼を⽰される。

●「⺟ちゃんたちに会い
たいね。どこかな？」農作業

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

7月1日 ～ 7月31日

３ヶ月目 　ミッケルアートを使って、その時の様子を８日分、記録します。
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⽉/⽇ 観察開
始時間

観察時
間(分)

その時の具体的な 
様⼦や場⾯

影響を与えていると 
考えられること

評価対象者の願い 
⽀援して欲しいこと

8/2 20 ●「眠い」とウトウトされている ○声掛け⾏うが、昨⽇よく眠
れなかった。と話される。

○⽇中の活動性を⾼め、夜間
良眠してほしい。

8/6 20 ○体操を取り組まれる。 ○本⼈のペースで取り組まれ
ていた

●「⾝体が⾔うこときかなく
なった。元気になりたい。」

8/7 20
●「外の天気がいいね。海で誰か
遊んでるね。」

○午後より穏やかに過ごされ
る事が増えてきた。

●「海では泳がないけど、外
に⾏きたいね。」

8/11 20
●「姉ちゃん、ここはどこですか,
家から近いですか？」

○場所をお伝えし、「ありが
とうね」と安⼼されていた。

●「お家は平川なんですよ。
家に⾏きたい」

8/18 20
○⽴ち上がりがあり、「家はどこ
か探そうと思って」と話され、ホ
ール・廊下を⼀緒に歩⾏される。

○⼀緒に付き添い、「ありが
とうね」と笑顔が⾒られる。

●「ありがとうね、外は暑そ
うですね。」

8/22 20 ●周囲の利⽤者様と昔の歌を歌わ
れる。

○時々⼿拍⼦されたり、笑顔
がみられる。 ●「また歌いたいね。」

8/27 20
○周囲の利⽤者様とボール⼊れの
レクに参加される。

○レクに積極的に参加される
ようになってきた。 ●「またしたいね。」

8/29 20 ●「姉ちゃん、外の天気がいいね
ー。桜島が⾒えるね。」

○周囲の利⽤者様と⼀緒にコ
ーヒーを飲みながら、穏やか
に過ごされる。

●「またコーヒーのみたい
ね。」

会話・⾏動を記録します その原因を考えます 改善点を考えます

4ヶ月目 　ミッケルアートを使わずに、普段の様子を８日分、記録します

8月1日 ～ 8月31日
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◯回⽬の評価 1 2 3 4

評価予定⽇ 5/31 6/30 8/31 9/30

評価実施⽇ 5/31 6/30 7/29 8/29

1 同じことを何度も何度も聞くことがある 2 3 2 2

2 よく物をなくしたり、置場所を間違えたり、隠したりする 1 1 1 1

3 ⽇常的な物事に関⼼を⽰さない 2 2 2 2

4 特別な理由がないのに夜中起き出す 2 2 2 2

5 特別な理由がないのに、⼈に⾔いがかりをつける 2 2 2 2

6 昼間、寝てばかりいる 3 2 2 2

7 やたらに歩き回る 1 1 1 1

8 同じ動作をいつまでもくりかえす 2 2 2 1

9 ⼝悪くののしる 3 3 2 3

10 場違いあるいは、季節に合わない 不適切な服装をする 1 1 1 1

11 世話をされるのを拒否する 3 2 2 3

12 明らかな理由がなしに物を貯めこむ 0 0 0 0

13 引き出しやタンスの中⾝を全部だしてしまう 1 0 1 1

合計点 23 21 20 21

評価点 評価 １週間に例えると
０点 　全くない -
１点 　ほとんどない 　週１日ある
２点 　ときどきある 　週２日ある
３点 　よくある 　週3～４日ある
４点 　常にある 　ほぼ毎日ある
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Q.1 コミュニケーションは、どのように変化しましたか？ 
  ・事前評価期間 は、 
    ⽇中傾眠が強く、体操やレクリエーション等にも参加されない⽇が多かった。職員の声掛けにも不穏な⾔ 
    動もみられた。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施⽇ は、 
    利⽤者様や職員との会話に笑顔がみられる事が増えてきた。 

  ・１ヶ⽉⽬〜３ヶ⽉⽬のミッケルアート実施しない⽇ は、 
    午前傾眠が⾒られるが、午後より体操やレクリエーション等取り組まれる⽇が多くなってきた。 

Q.2 趣味趣向について、どのようなことがわかりましたか？ 

  ・やりたいこと     楽しいこと 

  ・⾷べたい物      ⿂ 刺⾝ 美味しいもの⾷べたい 

  ・⾏ってみたい場所   ⾃分の家 

  ・⼤切にされていること 娘様  家族 

Q.3 ミッケルアートを使うときに、⼼がけていることや、⼯夫されていることは？ 
    笑顔で接し、学⽣時代のころのお話、結婚されてからの事等をお話いただけるように、楽しい場を提供でき 
    るように⾏いたい。 

Q.4 周辺症状は、どのように変化しましたか？ 
    傾眠が少なくなり、⽇中も活動的になってきた。職員や周囲の利⽤者様にも笑顔で話されることも多くみら 
    れるようになった。 

Q.5 ⾃由記述（感想や気づき） 
    ミッケルアートを⾏い、笑顔で話される事が増えて昔のころのお話を⾊々と聞かせて頂いた。今後も継続 
    して⾏い、本⼈様がしたいことを⽀援できるように努めていきたい。
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