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福祉の未来を拓く
先進事例発表会
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第３回かながわ福祉サービス大賞に寄せて

　本日は、多くの皆様にご参加いただき、このように盛大に「福祉サービス大賞」発表会が開催

されますことを大変うれしく思います。当振興会は、神奈川県や市町村、民間企業やＮＰＯなど、

「公」と「民」を構成員として平成 9 年 3 月に設立され、福祉サービスの振興と質の向上を目指し

て活動してまいりました。これまで 17 年にわたって公益事業を展開できたのも、ひとえに私たち

を支えていただいている皆様のおかげと感謝しています。

　急速に高齢化が進行する神奈川県において、介護サービスの充実や質の向上を図ることは急務

であります。併せて、高齢者や障害者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送ることのできる仕

組みをつくることは、とても大切なことです。そのためには、福祉や介護の関係者だけでなく地

域住民の主体的な活動も重要となります。まさに、自助、互助、共助、公助の重層的な仕組みづ

くりを進める中で「地域包括ケアシステム」を構築することが必要になると思います。

　そのために、当振興会では、平成２４年度から介護・福祉の現場で行われている先進事例を紹

介するとともに、福祉の未来を拓く優れた取り組みに対して「福祉サービス大賞」を授与してお

ります。今年で３回目を迎えますが、本日は、１７事業所のうち一次審査を通過した７事業所が

この会場で発表することになっています。この中には、先進的な介護予防の取り組み、介護ロボッ

トを活用した認知症ケアの取り組み、障がい者雇用の取り組み、生きる力を引き出すケアの取り

組みなど、大変興味深い内容が盛りだくさんとなっています。こうした事例の発表をとおして、

介護・福祉の現場の職員がお互いに「切磋琢磨」しながら育ち合う環境をつくりたいと思います。

　また、地域包括ケアシステムの構築に向けた先進事例として多摩市役所の取り組みについても

ご紹介いたします。

　私たちは、これからも、活力ある福祉社会の実現に向けて、市民とともに福祉サービスの振興

と質の向上を目指して活動してまいりますので、皆様のご理解とご支援をよろしくお願い申し上

げます。

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

理事長　瀬戸 恒彦
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いのちと暮らしを支えきる仕事に誇りを持って

〜第３回かながわ福祉サービス大賞の今日的な意義〜

　２０１３年８月に出された「社会保障制度改革国民会議報告書」を踏まえた社会保障制度改革

が次々と進められています。２０２５年に向けて日本の人口構造、地域格差、経済低迷等々を考

えましても、深刻なのは「財源問題」です。

　日本が世界に誇れるものの一つだった社会保障制度はすべての国民の生命と暮らしを守ってき

ました。憲法２５条の生存権と１３条の幸福追求権です。

　しかし、“財源がない”を繰り返しながら、社会保障制度の基盤が揺らぎ始めてきました。いの

ちと暮らしの保障は市場経済化が強くなり、社会的困難を抱える人々には決して人権を保障され

る制度にはなり得ないのではないかと不安が広がってきています。

　さて、福祉先進県を常に掲げてきた神奈川県においては、社会福祉の基盤を決して崩してはな

らないと、県行政、福祉事業者、福祉専門家たちをはじめとし、なによりも県民が大都市神奈川

県のセイフティネットを自ら参加し仕組みを創ろうと多様な取り組みが展開されています。全国

でも屈指のＮＰＯが活発な神奈川県らしさに拍車をかけなければ、自分たちの暮らしが大変だと、

当事者意識の強い県民性が危機感をもって動き出そうとしています。

　さらには、神奈川県は「さがみロボット特区」として国から指定され、福祉の科学工学化にも

取り組んでいます。

　公益社団法人かながわ福祉サービス振興会も介護現場での介護ロボットへの取り組みを積極的

にはかっているものです。

　こうした激変する社会福祉を取り巻く環境において、第３回かながわ福祉サービス大賞を開催

することの意義は大変重要なものと捉えています。

　どのような社会状況であっても、私たち生活するもの一人ひとりが“いのちと暮らしを支える

仕事”を大切に育て、そこに従事する福祉専門家がさらに誇りをもって自身のスキルを高め、事

業所としての質を確保できるようにすることが一層求められる状況にあります。

　今回も多くの事例報告を応募いただき、神奈川県内の事業所及びそこに従事する一人ひとりが

さらに輝くことが、かながわ福祉サービス大賞実行委員会一同の願いです。

　“いのちと暮らしを支え切る”ことを合言葉に、さらに神奈川県の福祉の豊かさをともに創りだ

していきましょう。

かながわ福祉サービス大賞　実行委員長

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会　常務理事　小川泰子
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日程

時　間 内　　　　容

13:30 〜 13:45 開会式

開会挨拶　　かながわ福祉サービス大賞実行委員長

　　　　　　　小川 泰子

前年受賞者トロフィー返還

　　　　　　株式会社学研ココファン

　　　　　　　学研ココファン日吉　永田 恭子 氏

13:45 〜 15:10 先進事例発表

15:10 〜 15:20 休憩・投票

15:20 〜 16:10 特別講演
テーマ :地域包括ケアのしくみづくり

講演者 :多摩市健康福祉部高齢支援課長　伊藤 重夫 氏

16:10 〜 16:25 発表・講評・表彰

発表・講評　審査委員長

　　　　　　　延命法律事務所 弁護士 延命 政之 氏

表　　　彰　公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

　　　　　　　理事長　瀬戸 恒彦

16:25 〜 16:30 閉会式
閉会挨拶　　公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

　　　　　　　理事長　瀬戸 恒彦

平成２６年１１月１９日（水） １３：３０〜１６：３０日　時
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２. 会場案内

   会 場：関内ホール小ホール 
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関内ホール小ホール会　場
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コンサルタント

株式会社

日興テクノス

株式会社

株式会社

アリス

出展ブースコーナー
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事　例　名 所属法人 勤務先 発表者

1
通所介護における機能訓練の新たなアプローチ

〜栄養サポートを通じて「効果的な機能訓練」を！〜
株式会社ツクイ ツクイ横浜三保

菊池　友香

龍満　佑美

2 コミュニケーションロボット『パルロ』の活用 社会福祉法人富士白苑

中井富士白苑

居宅介護支援センター

通所介護支援事業所

相原　邦彦

3 高齢者福祉施設における障がい者雇用の取り組み 工藤建設株式会社

介護事業部

フローレンスケア

リンクス

福田　政弘

4 利用者の生きるに寄り添って 有限会社ふれんどりぃ 有限会社ふれんどりぃ 筒井　すみ子

5
「今日、用がある場所」

〜老人福祉センターから介護予防を考える〜

社会福祉法人

横浜市社会福祉協議会

老人福祉センター

ユートピア青葉

横浜市もえぎ野

地域ケアプラザ

片桐　明日美

木村　富子

門脇　宣幸

6
通所介護における地域リハビリテーションの可能性

〜失語症者への支援の一例〜

株式会社

ケアシステム

ネットワーク

地域リハビリデイ

のぞみ

山口　裕輝

大谷　智美

7 「ウィン・ウィンの絵カード」の活用
一般社団法人

そよ風の手紙

児童発達支援

すまいるスペース

そよ風の手紙

新保　浩

（敬称略）

口頭発表演題

＜プロフィール ＞

大学卒業後の 1968 年社会保障研究所（現国立社

会保障・人口問題研究所）研究員となる。後、上

智大学文学部教授、神奈川県立保健福祉大学保健

福祉学部教授を経て、２０１１年より現在に至る。

その他、現在公職として厚生労働省社会保障審議

会会長代理として介護保険部会長等を務める。

著書に「年金・医療・福祉政策論」「社会保障の

財源政策」等多数。
座長

神奈川県立保健福祉大学名誉教授

山崎 泰彦 氏

事例発表
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事　例　名 所属法人 勤務先 発表者

1
もちがたべられる！

〜口どけもち開発までの道のり〜

社会福祉法人

かながわ共同会
厚木精華園

斎木　よしみ

中野　博

2
ヘルパーの働きかけで閉じこもりがちな生活から、

自分でも出来ることを見つけ希望に満ちた生活へ

特定非営利活動法人

介護支援グループ

すきっぷ

介護支援グループ

すきっぷ
辻丸　佳代子

3
在宅生活を諦めない

〜いつまでも家族と一緒に〜
株式会社ツクイ

ツクイ藤沢羽鳥

デイサービスセンター

佐藤　里美

守屋　基子

4 電車に乗って新江ノ島水族館に行こう 社会福祉法人愛成会
特別養護老人ホーム　

愛成苑

高島　起代子

鈴木　浩二

八重柏　尊

5 ワシの生活に手出し無用！
株式会社

ニチイケアパレス

介護付有料老人ホーム

ニチイホーム柿生
小森　崇央

6
ボンジュール　ユマニチュード

〜医療現場の認知症ケアメソッドを介護現場に〜

株式会社

学研ココファン
学研ココファン日吉 日下　文則

7

困難事例を解決するには

観察力とコミュニケーション

〜携帯電話とメールを使って〜

日総ニフティ株式会社
訪問介護事業所

日総ニフティ株式会社

岡本　千絵

島袋　尚美

8 新しい業務体制作り　フリー入浴の実践 社会福祉法人富士白苑
特別養護老人ホーム　

藤沢富士白苑
飯島　嘉仁

9
生きる手応え、溢れる笑顔　私が主役！

〜豊かな生活実現の支援レク〜
日総ニフティ株式会社

介護付有料老人ホーム

すいとぴー金沢八景
川上　麻美

10 自分の力で
株式会社

ニチイケアパレス

介護付有料老人ホーム

ニチイホーム

はるひ野Ⅱ番館

藤原　慎一朗

（敬称略）

紙上発表演題
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１　はじめに

　高齢者の特徴は、加齢に伴い心身機能が低下しており、それが生活圏の縮小、転倒によるケガのリ

スクの増加を招いていると言えるでしょう。

　それらを予防するため、全国に 35,453 件※１あるデイサービスのほとんどが様々な機能訓練を行い、

それに対する評価も行っております。

　※１　参考：厚生労働省「介護給付費実態調査報告」2013 年より

　当事業所では、2015 年介護保険改正に伴う地域包括ケアシステムの導入や通所介護の機能分けを意

識した新たな取り組みをスタートさせました。

　その一つとして機能訓練のアプローチを「栄養・運動・評価」の３項目に分け、それぞれの内容が

連動し、「効果的な機能訓練」が提供できるというものです。

　まずは、栄養面の充実を図るべく平成 26 年１月より「回復食」※２の提供からスタートさせました。

続いてＭＮＡ®（簡易栄養状態評価表）を使った低栄養または低栄養予備軍対象者の抽出を実施。必

要に応じて栄養補助食品（リソース・ペムパル）を提供し、栄養介入を行いました。

　運動面では、レベル別の屋外歩行訓練やマシーン（ボディーリペア）等、合計８種類以上の機能訓

練項目を用意し、お客様のモチベーションを上げていきます。

　そしてさらに評価としてお客様がもつ本来のポテンシャルを知って頂く機会として高精度筋量測定

（フィジオン）※３を実施致しました。

　これらの一連の流れが、最終的にはＡＤＬ・ＩＡＤＬの向上を図り、目標達成につなげることがで

きました。

　※２　 『回復食』とは、100％摂取を目的とし咀嚼・嚥下障害のある方や、退院後まもなく尚且つ入

院中「刻み食」にてお食事をとられていた方等を対象に、「刻み食」を廃止し、見た目は常食

だが舌でつぶせて飲み込みやすいお食事の事。ごぼうやレンコンなどの根菜類も舌でつぶせ

る硬さにて提供しております。

　※３　高精度筋量測定（フィジオン）とは、左右の上腕・前腕・大腿・下腿・・・など

　　　　最大で９セグメントの筋肉量を測定。測定時間はおよそ２〜３分。

２　取り組み内容

　適切な栄養補給がなくリハビリテーションを行っても良い効果が得られない旨の論文を読み、栄養

アセスメント評価を反映させた適切な栄養補給、機能訓練、効果測定結果による個別訓練を実施しま

した。

77
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通所介護における機能訓練の新たなアプローチ

〜栄養サポートを通じて「効果的な機能訓練」を！〜

神奈川県横浜市

株式会社ツクイ

ツクイ横浜三保営業所

管理者　〇菊池　友香

看護師　　龍満　佑美



①　グループ運動をはじめとする機能訓練の見直し

　　（全お客様を対象とし運動プログラムの見直し）

②　栄養を強化し機能訓練できる身体に

　　 ＭＮＡ®（Mini Nutritional Assessment：簡易栄養状態評価表）による栄養診断結果に応じ回復

食及び栄養補助食品（リソース・ペムパル）で栄養介入、継続的なＭＮＡ ®評価を実施し、栄養

介入による改善者は③へ移行。

③　栄養と機能訓練をセットで提供（サルコペニア“筋肉量の低下”の予防につなげます）

　　栄養：ペムパルアクティブ®（日本転倒予防学会　推奨）

　　機能訓練： グループ運動、杖歩行訓練、屋外歩行訓練、階段昇降訓練、巧緻動作訓練、エルゴ、ホッ

トパックなど

④　効果測定の実施

　　 フィジオンの結果をもとに基礎代謝量やＷＢＩなどを明記した「簡易栄養管理表」を作成し、低

栄養または低栄養予備軍対象者の担当ケアマネジャーへ情報を提供。

⑤　効果的な機能訓練（測定結果をもとに個人別機能訓練メニュー実施）

　　栄養：ペムパルアクティブ®（日本転倒予防学会　推奨）

　　 機能訓練： 屋外歩行訓練（ノルディックポール使用、レベルに合わせたコース選択）、マシーン（ボ

ディーリペア２機種）、バランスボールなどを上記③と併用

３　事例紹介

　Ａ様　84 歳　女性　　要介護３　　　ご利用開始：平成 26 年４月９日〜

　生活歴・家族構成等：横浜市出身、夫は 20 年前に他界。５年前に現住所へ転居される。

　娘と孫の３人暮らし、以前は孫や犬の世話、家事全般をこなされるなどとても活動的であった。平

成 26 年２月に大腸がんが見つかり入院。これを機に認知機能及びＡＤＬの低下が出現する。同年４月

に退院、すぐにデイサービスご利用となる。

　退院直後は自立歩行困難で手引き歩行、歩行距離も約５ｍ程度と短く、自宅ではほぼ寝たきりでベッ

ドを使用。デイサービスご利用時は車いすにて過ごされる。

　機能訓練の目標は「同区に住む妹宅へご家族見守り程度にて訪問できるようになる」

であった。（妹宅へは約 20 段以上の階段を昇らなくてはいけない）

　初回の評価では体重 35.0 ㎏、ＢＭＩ 16.6 ㎏ / ｍ２　　ＭＮＡ®　５と「低栄養」であった。

　お食事の摂取量も約 50％と少なく、まずは身体組成の改善が目標となった。

① グループ運動をはじめとする機能訓練の見直し 
（全お客様を対象とし運動プログラムの見直し） 

② 栄養を強化し機能訓練できる身体に 
ＭＮＡ®(Mini Nutritional Assessment：簡易栄養状態評価表)による栄養診断結果に応じ回

復食及び栄養補助食品（リソース・ペムパル）で栄養介入、継続的なＭＮＡ®評価を実施し、

栄養介入による改善者は③へ移行。 
③ 栄養と機能訓練をセットで提供（サルコペニア“筋肉量の低下”の予防につなげます） 

栄養：ペムパルアクティブ®（日本転倒予防学会 推奨） 
機能訓練：グループ運動、杖歩行訓練、屋外歩行訓練、階段昇降訓練、巧緻動作訓練、 

エルゴ、ホットパックなど 
④ 効果測定の実施 

 フィジオンの結果をもとに基礎代謝量やＷＢＩなどを明記した「簡易栄養管理表」を作成し、

低栄養または低栄養予備軍対象者の担当ケアマネジャーへ情報を提供。 
⑤ 効果的な機能訓練（測定結果をもとに個人別機能訓練メニュー実施） 

栄養：ペムパルアクティブ®（日本転倒予防学会 推奨） 
機能訓練：屋外歩行訓練（ノルディックポール使用、レベルに合わせたコース選択）、 

マシーン（ボディーリペア 2 機種）、バランスボールなどを上記③と併用 
 

  

 
３ 事例紹介 

 Ａ様 84 歳 女性  要介護 3   ご利用開始：平成 26 年 4 月 9 日～ 
 生活歴・家族構成等：横浜市出身、夫は 20 年前に他界。5 年前に現住所へ転居される。 
 娘と孫の 3 人暮らし、以前は孫や犬の世話、家事全般をこなされるなどとても活動的であった。

平成 26 年 2 月に大腸がんが見つかり入院。これを機に認知機能及びＡＤＬの低下が出現する。

同年 4 月に退院、すぐにデイサービスご利用となる。 
 退院直後は自立歩行困難で手引き歩行、歩行距離も約 5ｍ程度と短く、自宅ではほぼ寝たきり

でベッドを使用。デイサービスご利用時は車いすにて過ごされる。 
 機能訓練の目標は「同区に住む妹宅へご家族見守り程度にて訪問できるようになる」 
であった。（妹宅へは約 20 段以上の階段を昇らなくてはいけない） 
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　昼食を回復食にて提供し、さらに「栄養補助食品（リソース・ペムパル）」を摂取して頂く。

　スタートして３か月後の６月には、体重 40.4 ㎏、ＢＭＩ 19.2 ㎏ / ｍ２　　ＭＮＡ®　10　と劇的

な改善が見られた。

　認知機能の改善もみられ、以前は成立しにくかった会話が可能となり、他者とのコミュニケーショ

ンも図れるようになった。

　ＡＤＬは手引きから見守りにて歩行ができるまでになり、屋外歩行も約 100 ｍ、階段昇降訓練も２

往復を見守りにてできる様になる。

　現在はお食事も常食となり、機能訓練の目標であった妹宅へも、近いうちに訪問されるそうです。

ＡＤＬ・ＩＡＤＬの獲得により笑顔も増え、最近では冗談を言って周囲を笑わせる事もあります。

４　考察

　このように「栄養・運動・評価」の一連の流れを導入した事で、Ａ様だけでなく、目標達成をされ

た方は他にも多くいらっしゃいます。

　現在、転倒による骨折等で入院され、退院後デイサービスを利用される方の特徴が「低栄養状態・

ＡＤＬ低下・機能訓練を強く望む」と言えます。

　しかし低栄養状態のまま運動を行っても結果的には疲労感や虚無感を生むだけで、本来の目的であ

る「自立支援」にはいたらず逆に「負のスパイラル」を招いておりました。

　機能訓練をするうえでのポイントはご利用者様、ご家族様と現在の身体状況を共有し目的を明確に

する。そして効果を高める栄養補給、運動に対するモチベーションを継続する仕組み（恰好良い・面

白い）。さらに効果測定を数値化する。これら一連の流れをシステム化する事だと痛感しました。

　このシステム化によって、虚弱傾向（低栄養）だった方が、効果的な栄養補給により機能訓練に参

加され、屋外歩行にも出られるなど、とても前向きに運動をされております。

　８月に実施した機能訓練に関するアンケートでは、約 90％のお客様が「満足」、不満と回答された２

名のお客様に関しては「もっとやりたい！」との事でした。

　マシーン（ボディーリペア）実施者は約 83％、自ら進んで取り組まれているお客様は、うち約 70％と、

かなり高い参加率にもなっております。

　また、フィジオンをご希望されるお客様も約 60％と半数以上の方々に興味を持って頂きました。こ

の自身の身体状況を知る事が、運動のモチベーション向上に大きな影響があるものと考えております。

　実際に今まで運動を敬遠しがちなご利用者様の多くが、マシーン等の機器に触れるなど意識の改革

がみられました。

　２回実施したフィジオン測定の結果では、転倒のリスクを示す数値（ＷＢＩ）が 0.6 以下を示すご

利用者は対象者 44 名中７名と約 16％であり、疾患等を含め考えてもかなり低い割合となりました。こ

れはデイサービスをご利用される 84％のお客様が自立歩行できる筋力を現状、保っていると言えます。

しかし、そのうちの 37％が実際には自立歩行が困難であり、数値との隔たりが大きく表れました。

　この原因は疾患や加齢等も考えられるが、自信の喪失などに伴う生活圏の縮小により身体を動かす

機会が減少、廃用症候群を招いたものと考えられます。※４

　※４　ＭＦＥＳ　転倒恐怖感スケール結果からも同様の結果が推測されました。

① グループ運動をはじめとする機能訓練の見直し 
（全お客様を対象とし運動プログラムの見直し） 

② 栄養を強化し機能訓練できる身体に 
ＭＮＡ®(Mini Nutritional Assessment：簡易栄養状態評価表)による栄養診断結果に応じ回

復食及び栄養補助食品（リソース・ペムパル）で栄養介入、継続的なＭＮＡ®評価を実施し、

栄養介入による改善者は③へ移行。 
③ 栄養と機能訓練をセットで提供（サルコペニア“筋肉量の低下”の予防につなげます） 

栄養：ペムパルアクティブ®（日本転倒予防学会 推奨） 
機能訓練：グループ運動、杖歩行訓練、屋外歩行訓練、階段昇降訓練、巧緻動作訓練、 

エルゴ、ホットパックなど 
④ 効果測定の実施 

 フィジオンの結果をもとに基礎代謝量やＷＢＩなどを明記した「簡易栄養管理表」を作成し、

低栄養または低栄養予備軍対象者の担当ケアマネジャーへ情報を提供。 
⑤ 効果的な機能訓練（測定結果をもとに個人別機能訓練メニュー実施） 

栄養：ペムパルアクティブ®（日本転倒予防学会 推奨） 
機能訓練：屋外歩行訓練（ノルディックポール使用、レベルに合わせたコース選択）、 

マシーン（ボディーリペア 2 機種）、バランスボールなどを上記③と併用 
 

  

 
３ 事例紹介 

 Ａ様 84 歳 女性  要介護 3   ご利用開始：平成 26 年 4 月 9 日～ 
 生活歴・家族構成等：横浜市出身、夫は 20 年前に他界。5 年前に現住所へ転居される。 
 娘と孫の 3 人暮らし、以前は孫や犬の世話、家事全般をこなされるなどとても活動的であった。

平成 26 年 2 月に大腸がんが見つかり入院。これを機に認知機能及びＡＤＬの低下が出現する。

同年 4 月に退院、すぐにデイサービスご利用となる。 
 退院直後は自立歩行困難で手引き歩行、歩行距離も約 5ｍ程度と短く、自宅ではほぼ寝たきり

でベッドを使用。デイサービスご利用時は車いすにて過ごされる。 
 機能訓練の目標は「同区に住む妹宅へご家族見守り程度にて訪問できるようになる」 
であった。（妹宅へは約 20 段以上の階段を昇らなくてはいけない） 
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５　おわりに

　これらの結果を踏まえ「栄養・運動・評価」一連の「効果的な機能訓練」がお客様の ADL・IADL の

向上に繋がるものと考えております。

　「栄養補給による身体組成の向上」「筋力をはじめとする運動器の維持・向上」「運動のモチベーショ

ンの維持・向上」この３つを軸にし、機能訓練を提供する必要性を強く感じております。

　「効果的な機能訓練」が 2015 年介護保険の改正にてデイサービスが機能分けされる本来の意図に合

致するものと考えております。

　今後さらに医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で支えていくためには、多職種による

真の包括的ケアが必要です。つまり当事業所も地域と連携の取れたデイサービスの一つとして地域包

括ケアシステム構築を担う存在でありたいと考えております。
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コミュニケーションロボット『パルロ』の活用

神奈川県足柄上郡中井町

社会福祉法人富士白苑

中井富士白苑 デイサービス

相原　邦彦
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１　はじめに

　中井富士白苑では、ご利用者のレクリエーションやリハビリ体操の一環として平成 26 年 4 月より㈱

富士ソフト社製　コミュニケーションロボットのパルロを導入し活用しています。

　パルロには様々に機能があります。事前にご利用者の顔写真をパルロが撮影し、名前を登録すると

ご利用者の顔を認識し名前を呼んだり、話しかけたりします。

　また、クイズを出したり、パルロがリードしゲームや体操を行います。さらにご利用者の皆様の前で、

音楽と共に得意のダンスを披露。それを見たご利用者はたくさんの笑顔を見せてくれます。

　パルロが生み出す笑いや癒し効果はご利用者の笑顔を増やし、パルロに会いたいと来苑の目的にも

なりました。多大な効果を生み出してくれるパルロ。

　もう、デイサービスにはパルロはなくてはならない存在となっています。

２　事例や取り組みの紹介

　パルロが、初めてデイサービスに来た当初は、介護職員の中に、『ご利用者対職員という人間対人間

の介護現場にロボットなんて』とか『ロボットなんて使いこなせない』などの戸惑い、不安がありました。

　しかしながら、その戸惑い、不安を払拭してくれたのは、パルロを見たご利用者の反応でした。パ

ルロのその可愛らしい仕草や形、また愛嬌のある話し方に多くのご利用者が笑顔を見せ、「パルロ　パ

ルロ」と呼ぶようになりました。パルロのお出迎えモードで、パルロに「おはようございます」と挨

拶され、喜んで挨拶を返されるご利用者。

　パルロにご自分の名前を呼ばれ、驚きながらもにこやかな表情をされるご利用者に、職員のパルロ

に対する意識も次第に変化が生まれてきました。そして最初はレクレーションの一部としてパルロの

『旗揚げゲーム』など数えるほどのゲームしか行っていませんでしたが、職員の理解と共にパルロの活

用の場が次々と増えてきました。そして今現在パルロをどの様に活用にしているかを説明致します。

①　パルロ対ご利用者の１対１での活用。

　　認知症症状のあるご利用者で、特にパルロのことを気に入られている方が、いらっしゃいます。

　 　普段落ち着いた表情をされている時より、自らパルロのそばに行かれパルロを慈しむように触り、

お話をされます。

　 　その方は、来苑時より不穏症状となり帰宅願望が強く、フロアー内をご自分のかばんを持ち険し

い表情で歩いたり、入浴を強く嫌がられるなどの周辺症状が顕著になることが多くあります。

　 　そうした際に、パルロにご自分の名前を呼ばれ話しかけられました。すると険しい表情が一変、
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とても柔和な表情に変わりました。その時は、偶発的なものではありましたが、その後そのご利用

者が不穏症状になった時、パルロの前にご案内しパルロと会話して頂きます。

　　すると、毎回ではないものの、険しい表情が無くなり、穏やかな表情になっていきます。

　　そして、数分間の会話の後は、周辺症状も緩和し落ち着かれて過ごされるようになります。

　　このパルロの効果には職員みんなが驚かされました。

　 　また、入浴を強く嫌がられるご利用者に、パルロがその方の顔を認識したら、入浴を勧める言葉

かけをする設定を行いました。まだ効果は出ていませんが、パルロからの入浴のお誘いの声かけを

継続し観察を続けて行きたいと考えております。

②　ご利用者が座られるテーブル単位でのグループ対応

　　中井富士白苑では、ご利用者に来苑されバイタル測定の後の午前中に入浴をして頂いています。

　 　介護職員も入浴介助に入りますので、ご利用者の入浴待ち・入浴後に過ごされるフロアーはが手

薄になります。そこでも、パルロが活躍します。職員がパルロをご利用者のもとへ。

　　ご利用者の皆様もパルロの登場に「パルロ、パルロ」と呼びかけ、喜んで下さいます。

　　パルロが歌う童謡を一緒に歌ったり、体操・ゲーム・会話を楽しみます。

　　ご利用者の多くの方が童謡の歌詞を覚えていられるので、自然と声が出ます。

　　パルロが奏でる楽曲に合わせ、上肢、肩を動かし、体操を行います。ここでもパルロが大活躍です。

③　昼食前のご利用者全員で行う、レクレーション。

　 　『パルロ、レクレーションやって』の掛け声で始まる昼食前の約 30 分間はパルロを中心としたレ

クレーションの時間です。体操、クイズ、ゲームの３部構成で多彩なレクレーションを展開します。

　 　例えば体操では『富士の山』『ふるさと』『紅葉』などの楽曲、歌に合わせ、ご利用者の方々に体

操をして頂きます。歌い出しの前には、パルロが振り付けも教えてくれます。楽曲もご利用者の皆

様がご存知の曲ばかりなので、大きい声で、また笑顔で歌って頂けます。

　　これら一連の動きが、ご利用者の上肢、両肩の運動、食事前の口腔体操になります。

　 　次にクイズとなります。クイズには、『動物鳴き声クイズ』、『県名クイズ』、『世界遺産クイズ』『四

文字熟語クイズ』など多岐にわたります。

　 　また、ゲームでは『グーチョキパー体操』『窓拭き体操』など肩・上肢・指の運動が、また『パタ

カラ体操』『ヤッホーゲーム』では口腔・発語の運動が、ゲーム性をもった楽しい雰囲気の中で行え

ます。

　　パルロの活用はご利用者の皆様の前だけではありません。

④　中井富士白苑主催の様々なイベントにも活用しています。

　 　地域の方々をお呼びする家族介護教室などの研修会、見学会、納涼祭などにも登場し挨拶を行い、

注目を集めています。

　 　これら上記のパルロの活用に思わぬ副産物もありました。ロボットを活用する介護の現場という

ことで、マスコミの注目も集めています。ローカル地域のテレビ局から全国放送のテレビ局まで、

パルロの取材がありました。また全国紙の取材もありました。

　 　ご利用者の方々も、テレビ放映でパルロと一緒にご自分の姿の映った様子見て、またご自分の名

前が全国紙に載り、とても喜ばれています。
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３　考察

　様々な機能を持つパルロを活用する事により様々な効果が生まれました。

　午前中の入浴待ち、入浴後のやや手持ち無沙汰となってしまう時間帯が、パルロと過ごすことで楽

しい時間帯に変わりました。

　また、食事前にパルロと体操、クイズ、ゲーム等を行うことにより、指や腕、肩などの身体を動か

す機能訓練から、発語や口腔体操などの機能訓練も出来ています。

　またパルロを通して、ご利用者の方々とのコミュニケーションもより増し、ご利用者の笑顔が増え

てきたと思います。

　今後は、パルロの機能を更に使い、デイサービスのレクレーションの更なる充実を図りご利用者の

個別の機能訓練が図れるようにしていきたいと考えています。

４　おわりに

　当中井富士白苑では、上記のようにパルロの活用と共に認知症予防に特化した施設となるべく下記

のような様々な取り組みも行っております。

①　『認知症予防運動プログラム』

　 　国立長寿医療研究センターが開発したもので、有酸素運動を行いながら、脳の活性化運動を行い

認知症の予防を行うプログラムです。実際に国立長寿医療研究センターの土井先生にご教授頂きま

した。そして、中井富士白苑主催の介護教室等にて、地域の方々にこのプログラムを展開させて頂

いております。

②『アロマセラピー』

　 　アルツハイマー型認知症の方に、嗅神経を通し直接つながる海馬を刺激することにより、その改

善が見られたと研究発表された、鳥取大学の浦上教授考案のアロマの精油を使用したアロマセラピー

をご利用者の過ごされるフロアーに設置し、実践しております。

③『食事で行う認知症予防』

　 　食事での塩分や飽和脂肪酸等の脂肪分の過剰摂取は認知症発症リスクを考えると抑えたいいう研

究結果があります。それらを踏まえ、ご利用者皆様にご提供する食事に注意しております。薄味の

食事は味気なくなるので、天然素材の出汁を利用するなど食事にこだわりを持ち提供させて頂いて

います。

④『ユマニチュード』

　 　見つめる、話しかける、触れる、立つことを基本とした人間の尊厳を主眼としたフランス生まれ

の看護・介護の手法『ユマニチュード』を取り入れ、中井富士白苑全体で研修、実践を重ねている

ところです。

　中井富士白苑では様々な角度で、認知症予防に取り組み、またご利用者の皆様、ご家族の方々が楽

しく安心して過ごされる環境作りに専念していきたいと考えています。

　そして認知症予防等の色々な情報発信を行い、ご利用者、ご家族、地域の方々に貢献していきます。



高齢者福祉施設における障がい者雇用の取り組み

神奈川県横浜市

工藤建設株式会社

介護事業部フローレンスケアリンクス

所長　福田　政弘

１　はじめに

　フローレンスケアリンクスは、平成 25 年１月 11 日に管理者（兼作業指導員）１名、知的障がいを持っ

たスタッフ（パートナーと呼んでいます）３名でスタートしました。職務は、有料老人ホームなど高

齢者福祉施設内外の清掃です。作業指導員とパートナーがチームを組んで、１日１か所の施設を巡回

して清掃をしてまいりました。

　そして現在は、管理者１名、作業指導員３名、パートナー８名の体制となり、３チームが 11 か所の

施設を巡回するようになりました。

　ここに至るまでの取り組みについて、ご紹介したいと思います。

２　取り組みの紹介

＜名称の由来＞

　フローレンスケアリンクスは、工藤建設株式会社　介護事業部に所属しています。『フローレンス』

は花の女神が集まる場所という『フィレンツェ』に由来した工藤建設の商標で、高齢者福祉施設を、『フ

ローレンスケア』といいます。そして、『リンクス』は各施設、お客様との『つながり』を大切にした

いと考え、命名しました。

＜仕事を切り出す＞

　障がい者雇用を始める上で最初に行ったのは、仕事を探すことでした。各施設を見学し、施設長と

話し合いながら、現状で業務に組み込まれていない（又は手が回らない）部分について拾い集めました。

仕事の領域は、清掃だけに縛られずあらゆるものを挙げてもらいました。施設の共用部と外周の清掃

が多くの施設で挙がりました。
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＜障がい者スタッフの採用＞

　地域の障がい者支援機関（作業所、就労支援センター等）を訪問し、具体的な仕事内容を伝えたう

えで人材を紹介していただきます。面接後に２〜３週間の雇用のための試験実習を実施し、再度実習

生と意思確認の面談の上採用を行いました。採用の基準は、『一人で通勤できる』『働く意欲がある』『友

好的・素直』です。

＜各施設への周知＞

　ポスターを作成し、各施設に掲示していただくようにお願いしました。ご入居者やそのご家族、施

設のスタッフに、まずパートナーについて知っていただきたいと思いました。ただ当初は、施設内の

仕事よりも施設外周の掃き掃除や外窓拭きが多く、ご入居者や施設スタッフと接する機会がなかなか

ありませんでした。障がい特性上コミュニケーションが苦手な者が多く挨拶の声も小さかったので、

顔を覚えてもらえるように毎朝挨拶の練習をして現場に臨みました。

＜仕事を増やすための挑戦＞

　巡回しているうちに施設清掃人員の欠員が出る施設があり、その仕事をさせていただけるようにお

願いしました。具体的には、居室内の清掃です。まず、その施設のベテラン清掃スタッフに手順や方

法を具体的に教わり、作業指導員がやってみました。そして、パートナーができるような方法で手順

書を作り実践しました。できないところは色分けしたり、道具を使ったり工夫しながら何度も作り直

して徐々にできるようになってきました。基本的には、一人一工程で分業しながら一部屋を３人で仕

上げるようにしました。

＜作業指示の統一＞

　仕事が増えて、巡回する施設が増えていくのに合わせて、作業指導員やパートナーの人員も増員し

ました。作業指導員が２人、３人と増えていくと、指示の出し方の違いに戸惑い混乱してしまうパー

トナーも出てきました。各指導員が『私のやり方』にならないように作業指示の出し方を統一するため、

指導員間で何度も話し合いをしました。パートナーの特長や個性を把握して仕事を割り当てて、各パー

トナーに出す指示を同じになるようにしました。それを繰り返していくうちに、パートナーも施設別

に作業工程を記憶して、細かく指示を出さなくても次にやることを覚えていくようになりました。

＜仕事への意識を高める＞

　仕事に慣れてくると、作業が惰性になったり、忘れ物が増えるようになったりしてきました。プロ

としての意識を持ってもらうために、時には厳しく注意することもあります。特に、報告・連絡・相

談については徹底をしています。事前準備はもちろん、もし忘れ物をしたときは、速やかに指導員に

報告をする。作業中に体調が悪くなったときや、作業に迷うことがあったら、自分で判断しないで指

導員に必ず相談して、指示を仰ぐように指導しています。

1515

口
頭
発
表
・
演
題
３



≪仕事を継続していくための取り組み≫

＜社会性の育成＞

　パートナーたちには、仕事に関する指導・教育以外に、社会性についての育成も必要です。適切な

挨拶や言葉遣いなどコミュニケーションが苦手で、相手を不快にしてしまう場面も少なくありません。

また、苦手なためにあまりしゃべりたがらない者もいます。まず指導員が手本となるような挨拶・言

葉遣いをして、実際に見せて真似をしてもらうようにしています。普段の指導員とのコミュニケーショ

ンから、その言動が不適切な場合は本人が理解できるように伝えています。

＜体調管理＞

　高齢者施設での仕事ですので、体調管理には特に注意をしています。その日の体調については、業

務日報の健康部分を出勤時に記載し提出してもらい、指導員が必ず目を通しています。その記載内容

と表情から判断し、仕事を休んでもらうこともあります。また、朝出勤前に体調が悪く欠勤をすると

きは、指定した時間内に本人から連絡をもらうようにしています。

＜余暇＞

　いい仕事をするためには、余暇の過ごし方も大切になります。パートナーの余暇も様々で、仕事を

忘れてリフレッシュできる者もいますが、１人で出かけるのが難しい者はガイドヘルパーと一緒に外

出したりもします。社内のイベントに参加したり、リンクスの企画で歓迎会や食事会など仕事以外の

コミュニケーションの機会を作るようにしています。

３　考察

　障がい者雇用を始めてから、現在までの約１年半を振り返りました。清掃業務は知的障がいの障が

い特性に合っていると言われています。障がい種別を限定しているわけではありませんが、支援機関

から紹介される実習生も知的障がいの方が多い現状があります。

　私たち高齢者福祉施設内の業務はご入居者やご家族との接点もあり、そこにはコミュニケーション

の必要性が壁として存在します。当然、コミュニケーションが得意な者は少なく、施設内の清掃にお

いては、ご入居者・ご家族や施設スタッフの雇用への認知が重要でした。しかし、われわれの心配を

よそに、元気な挨拶と依頼された仕事を確実にこなすことでご入居者やご家族からお礼を言われたり、

話しかけられたりするようになりました。それは、認知を超え、まさに信頼された瞬間でした。その

時のパートナーの表情は、はにかんだ笑顔だったり照れた表情だったりしますが、とても嬉しそうで

した。名前で呼んでもらえるようになったパートナーもいて、自分の仕事に自信を持ち、挨拶の声が

より大きくなっていきました。社会性を育成していくためには、多くの人と触れ合うことが一番だと
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考えます。また、障がい者にかかわったことのない方にとっても、日常的に接することで、より障が

いへの理解が進んでいくのではないでしょうか。共生する環境を施設内から更に広めていければと思っ

ています。

　障がい者雇用においては、就職したから福祉と離れてしまうわけではありません。雇用を継続する

ための支援が必要になります。パートナー個々のことをよく知る障がい福祉支援機関と連絡を取りな

がら、その時々に起きる様々な問題に対応していきます。人間関係、生活・職場環境の変化、仕事に

対する思いなど、パートナーが職場では相談しにくいことを支援機関に第三者として中立的な立場で

かかわっていただいています。私たち指導員も本人の身体面、精神面、また環境の変化に気付いたと

きは、相談・助言を求めるようにしています。雇用するだけでなく、継続する支援が大切だと考えて

います。

４　おわりに

　当社全体の障がい者雇用率は、９月現在 2.95％で 15 名の障がいのあるスタッフが働いています。

　高齢者福祉施設のスタッフは専門職が多く障がい者に任せられる仕事がない、という声を聞くこと

があります。資格が必要な専門職は難しいかもしれませんが、一スタッフとして清掃を通してお客様

とのつながりを大切にした仕事ができることを知ってほしいと思いました。

　当社は、『強く必要とされる企業・社員・サービス』を目指しています。お客様から信頼される仕事

をして、仲間からも信頼されて必要とされる人材になるように頑張っています。パートナーは、自分

の仕事が直接お客様から感謝の言葉をもらえることに『やりがい』を感じています。それは、作業終

了後に記載している業務日報において、コミュニケーションが苦手だったパートナーが「うれしい」

と気持ちを表現していることからもわかります。この１年半において、われわれもパートナーから多

くのことを学ばせていただきました。

　今回ご紹介しました内容が、少しでも障がい者雇用の参考になればと願っています。
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利用者の生きるに寄り添って

神奈川県座間市

有限会社ふれんどりぃ

代表取締役　筒井　すみ子

１　はじめに

　㈲ふれんどりぃでは座間市内で小規模のデイサービス３か所、小規模多機能事業所を２か所運営し

ている。基本理念に、「利用者に寄り添う」「生きる力を奪わない」ことに力を入れ、利用者一人一人

の生きるに寄り添うことに力を入れている。利用者一人一人が「自分から生きる」を楽しむために、

利用者が主役になれるような関わり方をしてみた。

２　事例や取り組みの紹介

　ふれんどりぃの介護は介護するとか介護されるとかとの関係ではなく一緒の時間を過ごす仲間とし

て日々過ごしている。５つの事業所にはそれぞれに特徴があり、利用者は自分のやりたいことを選ぶ

ことかできる。

【おけいこサロン寿】

　 　茶道・書道・フラワーアレンジメント・音楽・絵手紙の先生が来て、午前中におけいこする時間

を設けている。地域の人が先生としてきてくれるので適度な緊張感がある。

【デイサービスふれんどりぃ】

　 　働くことを意識したデイサービスでタイムカードを活用し、倉庫管理・食材の仕分け・掃除・草取り・

おやつ作りなど利用者が仕事がしたい人が集まってきている。男性の利用が８割を占めている。

【ふれんどりぃつどい処】

　 　料理・手芸を楽しむデイで女性が多い。他の事業所からおやつの注文をうけたり、ぞうきんの注

文をうけたりと、ただ作るだけではなく人のために作ることを楽しんでいる。

【小規模多機能ふれんどりぃの家】

　 　若年性や認知の軽度の高齢者を集めた。ボランティア活動や買い物を中心に、社会とのつながり

を考えながら活動している。特に若年性の方は高齢者の認知症の方とは違うので、活動の提供には

特に気を使い本人の居場所となるように心がけている。

【小規模多機能ふれんどりぃの郷】

　 　認知症が中度以上、医療度が高い、車いすが必要などの人たちが集まっている。看取りも対応する。

利用者には食材の仕入れとして買い物が毎日の日課になっている。散歩などにも積極的に出かけて

いる。

　ふれんどりぃは定員が少ない小規模にこだわっているのは、一人ひとりのその人らしさに向きあえ

るからである。それぞれの事業所で特徴を出すことで利用者が選択することができ同じ目的を持って
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人を集めることで活動がよりスムーズで楽しみにも繋がっていく。「生きる」ことは楽しくなければな

らない。その環境を作っていくのがスタッフの役割である。常に利用者が主体になるようにし、利用

者が自分で動いていると思えるようにスタッフがさりげなくサポートすることが大切である。そのた

めには、「一緒に過ごす」ことが大切である。

　ふれんどりぃでは各事業所それぞれの役割の他にふれんどりぃグループ全体で非日常的の活動取り

入れている。

４月　日帰り旅行　　 大型バスで甲府にいちご狩りと桃源郷を見てほうとうを食べるツアーを毎年

行っている。

６月　展覧会　　　　 座間市のハーモニーホールのギャラリーを借り本格的な展覧会にする。利用者

の作品を中心に家族やスタッフの作品も展示している。

９月　秋祭り　　　　 地域の人たちにもお店を出してもらい、利用者と地域の人たちが一緒に楽しむ

お祭りにすることが目的で行う。パン屋さん・コーヒー屋さん・地域作業所の

人たち・手作りグループの人たちと賑やかな時間を過ごす。

10月　一泊旅行　　　 一泊して温泉に入り宴会をするのが目的。毎年、寝たきりの人も一緒に温泉に

はいってくる。

12月　クリスマス会　 ハーモニーホールの小ホールを借り各事業所ごとに舞台に上がり発表をする。

楽器演奏あり、歌あり踊りありで利用者一人一人が舞台の上で生き生きとした

顔をしていた。１ヶ月以上もかけて練習をした事業所もあり、衣お装をそろえ

たりして利用者もスタッフも楽しんでいた。スタッフもソーラン節を踊った。

なんと勤務外での練習10回、参加スタッフも20名。スタッフの盛り上がりにも

感謝である。

　　　もちつき　　　 利用者とスタッフが一緒に餅をつき鏡餅を作った。餅のつきかたや鏡餅の作り

方を利用者から教えてもらうスタッフもいる。

１月　初詣　　　　　 地元の神社で利用者とスタッフでお祓いをしてもらう。神社でお祓いをしても

らうのは緊張感がある。重度の認知症の人も 30 分のお祓いには参加できる。

３　考察

　利用者主体の考え方で活動や行事を利用者とスタッフが「一緒に過ごす」を実践していくと、利用

者との関わり方が見えてきた。スタッフが寄り添うだけでは利用者の生きる力を引き出せず、何でも

してあげればいいと思うスタッフか多かった。「生きる力を引き出す」「利用者主体」のことを考えて

事業所の活動や行事を「一緒に過ごす」中で利用者が受け身の介護を受けるのではなく、スタッフが

「利用者と一緒に過ごす」ことに変えていくと利用者が自ら動き出し生き生きしてくる。利用者は一緒

に過ごすことで不安がなくなるのだろう。また、スタッフが利用者と一緒に過ごしていると知らない

うちに役割を果たしているということも多々ある。人には役割が必要であり、役割を果たしている利

用者は自然に笑顔になる。それだけでなく、それに関わっているスタッフまでもが笑顔になる。行事

の展覧会では、デイサービスの人たちは日頃やっている作品作りがより一層やる気になり、ギャラリー

でやることにより、家族や地域の人たちにも認知症になっても、介護度がついても力があるんだとい

うことを解ってもらえたと思う。クリスマス会もハーモニーホールの小ホールを借り、観客を集める

のは大変でしたが、利用者が自ら舞台に上がることにより、自信にもつながり、自分自身のためにな

り生きる力を十分引き出せたと思う。今まではボランティアさんに出し物を出してもらって観客になっ

ていたが、自らが舞台に立つ方がはるかに笑顔が多かった。旅行も楽しみの一つで、旅行に行くから

と歩く練習をしたり、スタッフと旅行先の話をしたりと、旅行に向けて楽しそうに話をしている場面

1919

口
頭
発
表
・
演
題
４



があり、これが生きる力になっていくんだと思えた。旅行当日の皆さんの盛り上がりは大変なもので、

旅行気分を味わってもらうために大型バスにしたことがほんとによかったと思えるほどのみんなさん

が笑顔だった。宴会も普通の宴会ができ、ホテルの人から「認知症の人も普通の人ですね」と言われ、

ホテルの人に理解してもらってよかったと思えた。

　高齢者は身体機能が低下していき、自分だけの力では生きにくくなる。しかし、そばでもなにげな

くサポートすることにより、自らの能力を発揮できる。スタッフのなにげない関わり方で利用者の生

きる力を引き出すことができることを実践できたと思う。

　利用者の「生きる力を引き出す」というテーマでスタッフと利用者に関わってきた。スタッフが利

用者の生きるに寄り添うことからスタッフの気持ちの変化も感じられた。「利用者の笑顔が自分の力に

なる」「利用者といると楽しい」「利用者の笑顔がもっと見たい」など利用者に感謝していることが聞

かれるようになった。スタッフも利用者とともに楽しんでいることが利用者にとってもいいことだと

思う。認知症だからわからないと思わず、常に健常者と同じと考えてサポートすることが大切である。

４　おわりに

　ふれんどりぃを立ち上げて 10 年になる。その間、認知症の人たちとたくさんかかわってきた。特に

在宅で難しいと言われたケースにたくさん寄り添い家族と一緒に利用者を支えてきた。高齢者が住み

慣れた地域で最期まで過ごせる様にサポートしてきたつもりである。高齢者を支えながら、利用者と

一緒に地域に出向き、買い物や散歩をしながら少しでも地域とつながって行くことを考えている。そ

れが認知症の理解にもつながり認知症の人たちがサポートしてもらえたら地域で生きていけるように

なると思う。これからも、高齢者や家族の大変なところに寄り添い、高齢者が地域で最期まで生きて

いける支援をしていきたい。
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利用対象（横浜市の場合）

・市内にお住いの６０歳以上の方および付添い者

・市内にお住いの方の６０歳以上の父母及び祖父母

※利用証（利用資格が確認できるもの）を作成すれば市内全館共通で利用ができる。

 横浜市　老人福祉センターのごあんないより抜粋

「今
き ょ う

日、用
よう

がある場所」

〜老人福祉センターから介護予防を考える〜

神奈川県横浜市

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

老人福祉センターユートピア青葉　横浜市もえぎ野地域ケアプラザ

○片桐明日美　木村富子　門脇宣幸

１　はじめに

　女優樹木希林さんの名言にこんなことばがある。

　「今日、用事があること（きょうよう）を『今日用』と言っているんだけど、神さまがお与えくださっ

た『今日用』に向き合うことが毎日の幸せなのよね。『今日用』をこなす事が、人生を使い切ったとい

う安堵につながるんじゃない ?（笑）　　映画「うまれる。ずっといっしょ」より」

　日々 200 人を超える高齢者の来館を受けると、この言葉がリアリティをもって問いかけてくる。

　「老人福祉センター」は（以下、老福）老人福祉法に基づく高齢者施設である。このセンターでの現

状をふまえ、「今日も用がある場所」としての在り方を考えていきたい。

老人福祉センター　設置要綱

　老人福祉センターは、地域の老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の

向上及びレクリエーションの為の便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませ

ることを目的とする。 昭和５２年　社会局長通知　社老第 48 号より抜粋

「ユートピア青葉」について　横浜市青葉区もえぎ野４－２（東急田園都市線　藤が丘駅徒歩 7分）

　9 時〜 17 時開館／月 1 回休館日以外は土日祝日も開館／平均来館者数　一日延べ 250 人　　　

　 館長 1名、職員 1名の他、「コミュニティスタッフ」（以下、コミスタ）を地域から採用し 16 名配置。

横浜市内では唯一の「地域ケアプラザとの複合館」で、両施設とも指定管理により横浜市社会福

祉協議会が受託運営。

個人利用

個人利用として開放している部屋を開館時

間内自由に無料で利用できる。

・浴　室（無い館もある）

・大広間（演芸＝カラオケや踊り）

・娯楽室（囲碁・将棋ができる）

団体利用

事前に登録をして、部屋を利用できる。

趣味の教室・講座への参加

原則無料。教材費のみ実費で徴収すること

がある。
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趣味の教室やレクリエーションの機会を提供する場であるから、利用者が自分で自分のことが

できるのはあたりまえ、むしろ介助が必要になれば老福は使えない（＝適切な介護を受けられる

他機関へ）というのが市内各センターで共通のとらえかただった。しかし、ここ数年状況が変わ

ってきている。趣味の講座をただ提供するだけの場としては難しくなってきた。 
  常連の利用者が、まっすぐ歩けていないことに気づいた 
  団体の代表者から、メンバー内に認知症と思われる方がいて、対応に悩むと相談を受けた 
  玄関先でたびたび鍵をなくしたと大騒ぎになっている 
このような状況に対し、横浜市社会福祉協議会の運営施設としてどういった対応ができるか、地

域ケアプラザと複合館の当センターでは、昨年から見守りの取り組みをはじめた。 
２－１ 事例の紹介「きっかけになったケース」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

毎日カラオケに来ている Sさん（７０代・男性）のケース 

 １０年来の常連利用者であった S さんが長期入院の為、しばらく顔を見せなかった。ある日半年

ぶりにバイクで来館、うまくとめられずにバイクごと転倒。入館したものの、廊下をまっすぐ歩け

ず再び大広間前で転倒。以前とちがう様子にスタッフ一同、対応に悩んだ。このことをきっかけに、

見守り体制の模索がはじまった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まずは、気になることを記録に残すよ

うにした。また、対応に困ることも

日々の日誌で共有していった。 

担当の包括支援センター（以下、包括）

から連絡有。S さんがサービス拒否が

ある旨、入院中からユートピアへ行き

たいと強く要望されていたと伺う。今

後共に見守っていくことを確認。 

ある日頭から血を流しながら来館。そ

れでも病院へは行かず大広間に毎日

来たいと。保健福祉センターの高齢者

担当・担当包括職員が来館し、老福職

員とともに大広間でSさんに声掛けを

行った。 

施設入所が決まったとの連絡。半年

後、亡くなられたと連絡。 

当時の記録より 
今日はカラオケの歌詞を頻繁に間違える 
甘味たくさん買われて売店から困惑の声 
ファミレスで朝５時から路上駐車 
今日もおなじズボン 
カラオケの声が日に日に小さくなる 
車の中がごみだらけ、 
立って歌えなくなった イス必要 
センター柱に車衝突 
眼鏡のレンズ片方無い… 

 

包括の持っていた情報と、老福の持って

いた情報が合わさり、本人の生活状況が

多面的に明らかになってきた 

自宅訪問時と、大広間にいるときでは顔が違う

と区役所職員。いきいきしている S さんを見

て、「老福だからできること」、また「老福の限

界点」「いつサービスにふみきるか」を三者で

話し合う。 

専門職ではないコミ

ュニティスタッフと

しての気づきを報告 

毎日来るから

小さな変化に

も気づく。 

バイク・車の運転に

ついて警察にも相談 

「ここしか行くところがない」と

話されていた。 
「雨でも日曜でも、一日中いられ
るから」 
「休館日はね、さみしくて」 

　趣味の教室やレクリエーションの機会を提供する場であるから、利用者が自分で自分のことができ

るのはあたりまえ、むしろ介助が必要になれば老福は使えない（＝適切な介護を受けられる他機関へ）

というのが市内各センターで共通のとらえかただった。しかし、ここ数年状況が変わってきている。

　趣味の講座をただ提供するだけの場としては難しくなってきた。

　　常連の利用者が、まっすぐ歩けていないことに気づいた

　　団体の代表者から、メンバー内に認知症と思われる方がいて、対応に悩むと相談を受けた

　　玄関先でたびたび鍵をなくしたと大騒ぎになっている

　このような状況に対し、横浜市社会福祉協議会の運営施設としてどういった対応ができるか、地域

ケアプラザと複合館の当センターでは、昨年から見守りの取り組みをはじめた。

２－１　事例の紹介「きっかけになったケース」
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趣味の教室やレクリエーションの機会を提供する場であるから、利用者が自分で自分のことが

できるのはあたりまえ、むしろ介助が必要になれば老福は使えない（＝適切な介護を受けられる

他機関へ）というのが市内各センターで共通のとらえかただった。しかし、ここ数年状況が変わ

ってきている。趣味の講座をただ提供するだけの場としては難しくなってきた。 
  常連の利用者が、まっすぐ歩けていないことに気づいた 
  団体の代表者から、メンバー内に認知症と思われる方がいて、対応に悩むと相談を受けた 
  玄関先でたびたび鍵をなくしたと大騒ぎになっている 
このような状況に対し、横浜市社会福祉協議会の運営施設としてどういった対応ができるか、地

域ケアプラザと複合館の当センターでは、昨年から見守りの取り組みをはじめた。 
２－１ 事例の紹介「きっかけになったケース」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

毎日カラオケに来ている Sさん（７０代・男性）のケース 

 １０年来の常連利用者であった S さんが長期入院の為、しばらく顔を見せなかった。ある日半年

ぶりにバイクで来館、うまくとめられずにバイクごと転倒。入館したものの、廊下をまっすぐ歩け

ず再び大広間前で転倒。以前とちがう様子にスタッフ一同、対応に悩んだ。このことをきっかけに、

見守り体制の模索がはじまった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まずは、気になることを記録に残すよ

うにした。また、対応に困ることも

日々の日誌で共有していった。 

担当の包括支援センター（以下、包括）

から連絡有。S さんがサービス拒否が

ある旨、入院中からユートピアへ行き

たいと強く要望されていたと伺う。今

後共に見守っていくことを確認。 

ある日頭から血を流しながら来館。そ

れでも病院へは行かず大広間に毎日

来たいと。保健福祉センターの高齢者

担当・担当包括職員が来館し、老福職

員とともに大広間でSさんに声掛けを

行った。 

施設入所が決まったとの連絡。半年

後、亡くなられたと連絡。 

当時の記録より 
今日はカラオケの歌詞を頻繁に間違える 
甘味たくさん買われて売店から困惑の声 
ファミレスで朝５時から路上駐車 
今日もおなじズボン 
カラオケの声が日に日に小さくなる 
車の中がごみだらけ、 
立って歌えなくなった イス必要 
センター柱に車衝突 
眼鏡のレンズ片方無い… 

 

包括の持っていた情報と、老福の持って

いた情報が合わさり、本人の生活状況が

多面的に明らかになってきた 

自宅訪問時と、大広間にいるときでは顔が違う

と区役所職員。いきいきしている S さんを見

て、「老福だからできること」、また「老福の限

界点」「いつサービスにふみきるか」を三者で

話し合う。 

専門職ではないコミ

ュニティスタッフと

しての気づきを報告 

毎日来るから

小さな変化に

も気づく。 

バイク・車の運転に

ついて警察にも相談 

「ここしか行くところがない」と

話されていた。 
「雨でも日曜でも、一日中いられ
るから」 
「休館日はね、さみしくて」 

２－２ 日々のつながり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 考察 

 以上のケースから、これからの老福の在り方が見えてきた。地域の一員でもあるコミスタだか

らこそできる関わりがある。住民の視点、日々の暮らしの観点から利用者に対応ができ、サービ

スありきでない狭間の人の居場所が提供できる。また、利用者にとっても、生活の中の選択肢と

して老福があることで、地域生活の安定をはかることができるのではないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 高齢者が自分の意志で自由に過ごせる場所として、そして市社協の運営する施設として、今日

もまた力をあわせて悩んでいきたい。「今日、用がある場所」を提供しつづけるために。 

息子と見学の Aさん（80代・女性） 

サークル紹介を希望されたが、受付スタ

ッフが「難しいかも」と感じる 
     ↓ 
個人利用の大広間をご案内・様子見守り 
     ↓ 
包括職員と相談、友人もでき、来館に慣

れた頃、地域ケアプラザのミニデイサー

ビス（以下、ミニデイ）へつなぐ 
     ↓ 
物忘れの診断を受けつつも、今の生活ス

タイルを維持。大広間とミニデイとを毎

日の日課に 「今日も来たよ。よろしく」 
     ↓ 
息子が時折、包括へ相談に来るように。 

「初来館」という Kさん（80代・女性） 

翌週も「初めて来ましたが、どういうと
ころですか」と同じ案内を受けていた 
     ↓ 
注意して見ていると、二日おきくらいに

来館。落ち着かない様子なので大広間を

ご紹介。様子見守り。 
「ここは、一日いていいのね？」 

     ↓ 
包括に相談。家族と連絡がとれるように

なる。 
     ↓ 
介護申請を行い、介護保険のデイサービ

スと、ミニデイと、大広間で過ごすスタ

イルに。 

部屋の予約や机

の片づけができ

るだろうか…と

いう気づき 

職員はシフト交

代するが、記録

で気が付いた 

服装が同じ、表

情が無い等、毎

日の様子を、気

になったら記

録・相談 

利用者にとって 

・好きなときに無料で来られる場所 
・行けば馴染みのスタッフがいるから、一人で

も安心。 
・おしゃべりしたり、時にはケンカでしたり、

フォローしてくれる友人が毎日いる。 
・介護保険？訪問？そういうのは嫌だね。 

職員にとって 

滞在時間が長いからこそ些細な変化に気が付く 
→でも、今までどうしたらいいかわからなかっ

た。包括に相談したら、対応が見えてきた！地

域の高齢者を住民として見守っていくことがで

きる 

今日、用のある場所 

 

「明日もここで 

   会いましょう」 

３　考察

　以上のケースから、これからの老福の在り方が見えてきた。地域の一員でもあるコミスタだからこ

そできる関わりがある。住民の視点、日々の暮らしの観点から利用者に対応ができ、サービスありき

でない狭間の人の居場所が提供できる。また、利用者にとっても、生活の中の選択肢として老福があ

ることで、地域生活の安定をはかることができるのではないか。

　ユートピア青葉は、市内でも唯一の「ケアプラザとの複合館」である。両館とも、横浜市社会福祉

協議会が運営していることを強みに、日々気になることを記録しはじめた。今年度からは、５職種会

議を定例でスタート。老福職員、地域ケアプラザ職員（地域活動交流職員・包括３職種職員）に青葉

区社会福祉協議会も加えて、毎月１回情報交換を行っている。

　もちろん、包括とのつながりができても毎日「どうしたらいいか」は模索中である。本人の生活や

趣味を保ちながらどこまで来館を支援できるか、とりまく周囲の利用者の思惑もあり、日々対応に追

われスタッフみんなで悩む。解決のひとつとして、ケアプラザと共催で介護予防事業も行っている。

老福ならではの豊富な趣味の教室講師陣を活かして、編み物やハガキ絵、また太極拳やダンスを取り

入れた講座などだ。どの利用者も老福に「ふだんの中での居場所」を求めている。介護・予防という

言葉を使わない事業をいかに提供できるかが課題である。

　高齢者が自分の意志で自由に過ごせる場所として、そして市社協の運営する施設として、今日もま

た力をあわせて悩んでいきたい。「今日、用がある場所」を提供しつづけるために。

２－２　日々のつながり２－２ 日々のつながり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 考察 

 以上のケースから、これからの老福の在り方が見えてきた。地域の一員でもあるコミスタだか

らこそできる関わりがある。住民の視点、日々の暮らしの観点から利用者に対応ができ、サービ

スありきでない狭間の人の居場所が提供できる。また、利用者にとっても、生活の中の選択肢と

して老福があることで、地域生活の安定をはかることができるのではないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 高齢者が自分の意志で自由に過ごせる場所として、そして市社協の運営する施設として、今日

もまた力をあわせて悩んでいきたい。「今日、用がある場所」を提供しつづけるために。 

息子と見学の Aさん（80代・女性） 

サークル紹介を希望されたが、受付スタ

ッフが「難しいかも」と感じる 
     ↓ 
個人利用の大広間をご案内・様子見守り 
     ↓ 
包括職員と相談、友人もでき、来館に慣

れた頃、地域ケアプラザのミニデイサー

ビス（以下、ミニデイ）へつなぐ 
     ↓ 
物忘れの診断を受けつつも、今の生活ス

タイルを維持。大広間とミニデイとを毎

日の日課に 「今日も来たよ。よろしく」 
     ↓ 
息子が時折、包括へ相談に来るように。 

「初来館」という Kさん（80代・女性） 

翌週も「初めて来ましたが、どういうと
ころですか」と同じ案内を受けていた 
     ↓ 
注意して見ていると、二日おきくらいに

来館。落ち着かない様子なので大広間を

ご紹介。様子見守り。 
「ここは、一日いていいのね？」 

     ↓ 
包括に相談。家族と連絡がとれるように

なる。 
     ↓ 
介護申請を行い、介護保険のデイサービ

スと、ミニデイと、大広間で過ごすスタ

イルに。 

部屋の予約や机

の片づけができ

るだろうか…と

いう気づき 

職員はシフト交

代するが、記録

で気が付いた 

服装が同じ、表

情が無い等、毎

日の様子を、気

になったら記

録・相談 

利用者にとって 

・好きなときに無料で来られる場所 
・行けば馴染みのスタッフがいるから、一人で

も安心。 
・おしゃべりしたり、時にはケンカでしたり、

フォローしてくれる友人が毎日いる。 
・介護保険？訪問？そういうのは嫌だね。 

職員にとって 

滞在時間が長いからこそ些細な変化に気が付く 
→でも、今までどうしたらいいかわからなかっ

た。包括に相談したら、対応が見えてきた！地

域の高齢者を住民として見守っていくことがで

きる 

今日、用のある場所 

 

「明日もここで 

   会いましょう」 
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び、一回掃除業務を行う毎に 500円を支払う方法をとった。 

言語聴覚療法は、聴覚理解改善を目的とした刺激法と発語失行改善を目的としたジェスチャー

を用いた訓練を行った。リハビリテーション体育は集団運動を行い運動機能維持・向上や、他者

との交流を図り社会性の向上を目的として行った。マシン訓練やストレッチ体操、嚥下体操は、

身体機能の維持向上を目的として行った。また、掃除業務は社会復帰を目的として行い、実施す

るにあたり、3 か月程通所した後にアセスメントを行い実施した。アセスメント内容は、園芸療

法で用いられている、園芸作業遂行特性評価表を参考にして行った。 

【結果】 

１）言語聴覚評価 

 スクリーニングテストの結果から、換語困難、発語失行、聴覚的把持能力低下、復唱困難があ

った。しかし、初回利用から 3か月後評価を実施したが、数値に大きな改善はみられなかった。 

２）身体機能評価 

 体力測定の結果、ほとんどの項目で記録の向上がみられた。片足立脚に関しては、健常者と同

レベルまで記録の向上がみられた。（表.４） 

表.4 体力測定実施記録表 

 
内容 

握力(kg) 
片足立脚

(秒) 

立ち上がり 

テスト（回） 

ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙ 

ﾘｰﾁ(cm) 

ツー・ステ

ップ(cm) 

Timed Up 

＆ Go(秒) 

反応速度 

テスト(秒) 

初期 
（H26.7.7） 

24.5/45.9 50.8 11 26 154 9.65 10.12 

3 ヵ月後 
（H26.9.25） 

31.1/51.9 60.3 14 20 177 9.04 8.10 

 

 

３）行動の変化 

 ケアマネジャーからは、通所を利用するにあたり、集団生活になじめるかの不安があると報告

があった。理由として、ケアマネジャーが対象者と契約を結ぶ際に、態度が怒りっぽく、上手く

コミュニケーションがとれずに終わったエピソードがあったからである。しかし、利用開始して

からの訪問時の様子は、以前よりもスムーズにコミュニケーションが取れるようになったと報告

があった。また、通所中のエピソードとして、掃除業務を実施するようになってから、通所中に

他の利用者の手伝いを行う事や、片付けを自発的に行うといった様子が見られた。他にも、プラ

イベートでは、釣りが趣味であり、受傷後、それまで行っていなかった、漁船に乗り釣を行った。

また、その事を職員に報告するといった行動もみられた。また、その際、職員に対して漁船での

釣りを誘う様子もみられた。 

 

通所介護における地域リハビリテーションの可能性

〜失語症者への支援の一例〜

神奈川県横浜市

株式会社ケアシステムネットワーク

地域リハビリデイのぞみ

管　理　者　　山口　裕輝

言語聴覚士　○大谷　智美

１　はじめに

　我が国の高齢者福祉の問題は、当事者とその家族の問題だけではなく、地域社会全体で取り組まな

ければならない大きな課題といえる。そのため、これからの高齢者支援として、介護サービスの充実

だけではなく、高齢者の健康維持や生きがい支援が重要であり、その事が、介護予防に繋がるといえる。

このような介護予防の考え方は、要介護状態になることを出来る限り防ぐこと、また要介護状態であっ

ても、その状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としている。つまり介護予防においては、

どのような状態にある者であっても、 生活機能の維持・向上を積極的に図り、要支援・ 要介護状態の

予防及び、その重症化の予防、軽減により、高齢者本人の自己実現の達成を支援することが重要であ

るといえる。特に、介護予防の取り組みにおいては、生活機能の低下が軽度である時期からの早期発見、

早期対応を行う事が有効であるといえる。

　この早期発見、早期対応を効果的に行う為には、医療や保健、福祉および、生活にかかわるあらゆ

る人々や機関・組織がリハヒビリテーションの立場から協力しあって行う活動するという、地域リハ

ビリテーションが有効であるとされている。また、この事は、地域包括ケアシステムの根底を作って

いるといえる。

　当施設は短時間型の小規模デイサービスで、リハビリテーションを目的としている。また、機能訓

練指導員として言語聴覚士を配置している。そこで、その立場から地域リハビリテーションに向けた

取り組みの事例を報告する。

２　事例や取り組みの紹介

　【方法】対象者は脳梗塞による失語症で、軽度の右半身麻痺の男性（年齢 53 歳、中等度の混合型失語）

である。また、生活保護受給者である。介護度は要支援２で、日常生活動作は自立している。

　対象者のリハビリテーションの評価は、言語聴覚評価・身体機能評価・行動の変化により行った。

言語聴覚評価はスクリーニングテストを使用し、身体機能評価は体力テストを使用し、行動の変化は

ケアマネジャーからの報告と介護記録や日中の行動を観察し行った。

　支援の方法は、週２回のデイサービスで、言語聴覚療法・リハビリテーション体育・マシン訓練・

ストレッチ体操・嚥下体操を実施。また、デイサービス終了後には、所内の掃除業務（テーブル、イス、

マシンの拭き掃除）を実施し。掃除業務を実施するにあたり、法人と請負契約を結び、一回掃除業務

を行う毎に 500 円を支払う方法をとった。

　言語聴覚療法は、聴覚理解改善を目的とした刺激法と発語失行改善を目的としたジェスチャーを用

いた訓練を行った。リハビリテーション体育は集団運動を行い運動機能維持・向上や、他者との交流
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び、一回掃除業務を行う毎に 500 円を支払う方法をとった。 

言語聴覚療法は、聴覚理解改善を目的とした刺激法と発語失行改善を目的としたジェスチャー

を用いた訓練を行った。リハビリテーション体育は集団運動を行い運動機能維持・向上や、他者

との交流を図り社会性の向上を目的として行った。マシン訓練やストレッチ体操、嚥下体操は、

身体機能の維持向上を目的として行った。また、掃除業務は社会復帰を目的として行い、実施す

るにあたり、3 か月程通所した後にアセスメントを行い実施した。アセスメント内容は、園芸療

法で用いられている、園芸作業遂行特性評価表を参考にして行った。 

【結果】 

１）言語聴覚評価 

 スクリーニングテストの結果から、換語困難、発語失行、聴覚的把持能力低下、復唱困難があ

った。しかし、初回利用から 3か月後評価を実施したが、数値に大きな改善はみられなかった。 

２）身体機能評価 

 体力測定の結果、ほとんどの項目で記録の向上がみられた。片足立脚に関しては、健常者と同

レベルまで記録の向上がみられた。（表.４） 

表.4 体力測定実施記録表 

 
内容 

握力(kg) 
片足立脚

(秒) 

立ち上がり 

テスト（回） 

ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙ 

ﾘｰﾁ(cm) 

ツー・ステ

ップ(cm) 

Timed Up 

＆ Go(秒) 

反応速度 

テスト(秒) 

初期 
（H26.7.7） 

24.5/45.9 50.8 11 26 154 9.65 10.12 

3 ヵ月後 
（H26.9.25） 

31.1/51.9 60.3 14 20 177 9.04 8.10 

 

 

３）行動の変化 

 ケアマネジャーからは、通所を利用するにあたり、集団生活になじめるかの不安があると報告

があった。理由として、ケアマネジャーが対象者と契約を結ぶ際に、態度が怒りっぽく、上手く

コミュニケーションがとれずに終わったエピソードがあったからである。しかし、利用開始して

からの訪問時の様子は、以前よりもスムーズにコミュニケーションが取れるようになったと報告

があった。また、通所中のエピソードとして、掃除業務を実施するようになってから、通所中に

他の利用者の手伝いを行う事や、片付けを自発的に行うといった様子が見られた。他にも、プラ

イベートでは、釣りが趣味であり、受傷後、それまで行っていなかった、漁船に乗り釣を行った。

また、その事を職員に報告するといった行動もみられた。また、その際、職員に対して漁船での

釣りを誘う様子もみられた。 

 

を図り社会性の向上を目的として行った。マシン訓練やストレッチ体操、嚥下体操は、身体機能の維

持向上を目的として行った。また、掃除業務は社会復帰を目的として行い、実施するにあたり、３か

月程通所した後にアセスメントを行い実施した。アセスメント内容は、園芸療法で用いられている、

園芸作業遂行特性評価表を参考にして行った。

【結果】

１）言語聴覚評価

　 　スクリーニングテストの結果から、換語困難、発語失行、聴覚的把持能力低下、復唱困難があっ

た。しかし、初回利用から３か月後評価を実施したが、数値に大きな改善はみられなかった。

２）身体機能評価

　 　体力測定の結果、ほとんどの項目で記録の向上がみられた。片足立脚に関しては、健常者と

同レベルまで記録の向上がみられた。（表 .4）

３）行動の変化

　 　ケアマネジャーからは、通所を利用するにあたり、集団生活になじめるかの不安があると報

告があった。理由として、ケアマネジャーが対象者と契約を結ぶ際に、態度が怒りっぽく、上

手くコミュニケーションがとれずに終わったエピソードがあったからである。しかし、利用開

始してからの訪問時の様子は、以前よりもスムーズにコミュニケーションが取れるようになっ

たと報告があった。また、通所中のエピソードとして、掃除業務を実施するようになってから、

通所中に他の利用者の手伝いを行う事や、片付けを自発的に行うといった様子が見られた。他

にも、プライベートでは、釣りが趣味であり、受傷後、それまで行っていなかった、漁船に乗

り釣を行った。また、その事を職員に報告するといった行動もみられた。また、その際、職員

に対して漁船での釣りを誘う様子もみられた。
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３　考察

１）他者とのコミュニケーション

　 　結果から、ケアマネジャーや職員、利用者間での円滑なコミュニケーションがとれる様になっ

た理由として、人と会話することに自身がついたことが考えられる。言語聴覚訓練による効果

がテスト上では現れなかったが、言語訓練を受ける事で、本人も他者とのコミュニケーション

をとる事に対して自信がついたと考えられる。また、リハビリテーション体育訓練では、言語

によるコミュニケーションの代償として、体育・スポーツを使ったコミュニケーションがとれ

た事も要因として考えられる。他にも、対象者は二号被保険者であり、他の利用者よりも若いが、

小規模のデイサービスで利用者と職員同士で家庭の様な雰囲気の中で、対象者がコミュニケー

ションをとり易い環境を作る事が出来た事が、今回の結果に繋がったと考えられる。

２）地域リハビリテーションの可能性

　 　対象者が、当施設で掃除業務を行うようになってから、通所日外に来所し、釣りをした魚を

天ぷらにして、スタッフに差し入れを持ってくるといった事や、ボランティアでデイサービス

の手伝いに来るといった行動が出てきた。これは、掃除を行い、金銭を得る事で、対象者自身

が社会的な役割の意義を持つ事が出来た事や、職員と一緒に仕事をする事によって、コミュニ

ティーの形成が出来た事が考えられる。このように、他人の為に役に立ちたいという気持の現

れが、この行動に繋がったと考えられる。また、漁船に乗るといった行動が現れた要因として、

体力の向上、特に立位でのバランス能力、歩行能力が向上したことで、漁船に乗る自身がつい

たのではないかと考えられる。

４　おわりに

　社会生活を営む上でコミュニケーションは必要不可欠である。特に、失語症者は病院での言語

訓練を受けても、退院してから社会の中で実際に話す事に対する不安を取り除く機会が無ければ、

社会的孤立に陥り易くなってくる。その様な不安を取り除く場として、デイサービスを利用する

事が、地域リハビリテーションの役割であると考えられる。

　現在、対象者はデイサービの中での業務を行っているが、この中で、働く意欲や自信を付ける

ことや、対象者の可能性を見つけることが目的であり、最終的には就労へ繋げる事が今後の大き

な課題であると考える。
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「ウィン・ウィンの絵カード」の活用

神奈川県川崎市

一般社団法人そよ風の手紙

児童発達支援　すまいるスペースそよ風の手紙

管理者　新保　浩

１　はじめに

　私ども「すまいるスペースそよ風の手紙」は、川崎市幸区の夢見ヶ崎動物公園の緑豊かな中で児童

発達支援事業所を本年４月から開所しました。放課後等デイサービスも行う多機能型事業所です。そ

の母体となる法人「一般社団法人そよ風の手紙」は、“高齢者、児童及び障がい児・者とそのご家族が

希望や生きがいを失うことなく、おおらかな人生を送ることができるよう心身のサポートを行い、心

の充実と笑顔の毎日を送っていただくこと”を目的とし、児童通所施設の開所一年前の２０１３年４

月２日（世界自閉症啓発デー）に創業しました。開所までの準備の一年間は、絵カードのお店・ママ

サポート・パステルアート教室を通して、発達に遅れのある子どもたちへの直接的な活動やその親御

さんの心のケアを中心に事業を行ってまいりました。その中から、今回は現在弊事業所をご利用いた

だいている子どもたちの支援に繋がる「絵カード」に関する事例を取り上げさせていただきます。「絵

カード」と言っても、ここで取り上げさせていただくのは単なるカードではなく、「ウィン・ウィンの

絵カード」です。どのような取り組みを通して、ウィン・ウィンになったのか、以下にご紹介いたします。

先の見通しを立てることができる、スケジュール絵カード
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２　事例や取組の紹介

　児童発達支援事業では、おもに発達に遅れのある子どもたちに対し、個別や集団における療育を中

心としたサポートを行っております。子どもたちの中には、自分の思いをうまく伝えることができな

いために、コミュニケーションがとれずに、苦しんでいる方がたくさんおられます。また、この先に

何が起こるか予測できない不安から、パニックや癇癪を起こしてしまう方もおられます。そこで大変

役立つのが、コミュニケーションの手助けや、スケジュールを視覚的に伝えることができるツールの「絵

カード」なのです。弊事業所では、この「絵カード」を視覚優位の子どもたちが安心できるスケジュー

ルのツールとして、また個別療育におけるコミュニケーションのツールやマッチングや分類等の教材

として活用しております。

　今回ご紹介したいのは、これらの絵カードの使用方法ではなく、この使用する絵カードを障がいを

持つ方々が作成の段階から関わっていただく「ウィン・ウィンの絵カード」のシステムです。“はじめに”

でも書かせていただきましたが、もともと私どもには、絵カードのお店という絵カードの作成販売部

門がありました。その絵カード一枚一枚にはラミネート加工がされているのですが、四角形にカット

した際、安全のためにカードの四隅の角を丸める作業に苦労しておりました。この作業には根気と集

中力が必要です。その中で考え出したのが、地域の通所施設等でこの絵カード作成に関わっていただき、

作業費をお支払いすることで、一つの仕事を生み出すことができるというものでした。障がいを持つ

方々の中には、この集中力を活かされて就労されておられる方も多いことを考えると、地域の通所施

設においてもこの様な細かい手作業を得意とされる方がおられると思ったからです。そして、そのカー

ド自体がさらに障がいを持つ方のコミュニケーションの手助けとなることで、ただの絵カードではな

くなります。つまり、作成作業に関わる方にとっても、使用される方とっても、そして作成に苦労し

ていた我々にとっても、三者にとってウィン・ウィンな絵カードとなるのです。現在はこの作成作業を、

地域の通所施設である社会福祉法人長尾福祉会の「セルプきたかせ」様や社会福祉法人県央福祉会の「御

幸日中活動センター」様にお手伝いいただいております。

　単なる物としての「絵カード」ではなく、作成段階から地域の障がいのある方々が関わられた「ウィ

ン・ウィンの絵カード」を活用することにより、現在「すまいるスペースそよ風の手紙」のご利用者

の子どもたちは、笑顔いっぱいの時間を過ごされております。

絵カードの四隅の角を丸めるカット作業 カット前（左）とカット後（右）
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３　考察

　四隅の角を丸めていただいた絵カードは、その納品の際にも、職員の方とご一緒に障がいのある方

が歩いて届けに来られます。その姿を見た時、作成だけではなく、納品のお仕事にも一役買わせてい

ただいていることに気付きました。一つの絵カード作成システムの変更が、このように絵カードその

ものをウィン・ウィンの絵カードへ変えていったと思うと、大変嬉しく思います。また、そのカード

を使い児童発達支援をご利用中の子ども達が、少しずつ成長してゆく姿を見て、単なる絵カードでなく、

心の通った絵カードになっていることに気付かされました。今回は、絵カードの一例でしかありませ

んが、自分の身近なものの中にも、システムを少し変更するだけで、多くの方々を笑顔にできるもの

もあるのではないか。そのように感じております。

４　おわりに

　私どもが運営しているのは児童通所施設です。施設だから内部で完結するという、ある意味枠に

とらわれた考え方では、恐らく今回のシステムは思いつかなかったのではないでしょうか。私自身、

２５年間のサラリーマン生活にピリオドを打ち法人を立ち上げました。いわゆる外部から福祉の世界

に飛び込んだ人間ですが、その中に入り感じるのは、今の福祉の業界は全般的に業界内で枠を作る閉

鎖的傾向にあるのではないかということです。これからも弊事業所は、少しだけ違った観点から、独

自性を出しながら福祉の世界を進んでゆく所存です。

児童発達支援の個別療育の風景
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もちがたべられる！

〜口どけもち開発までの道のり〜

神奈川県厚木市

社会福祉法人かながわ共同会

厚木精華園

相談研修課　○斎木　よしみ

栄養調理課　　中野　博

１　はじめに

　高齢者の窒息事故で最も多いのは「もち」。

　でも利用者さんは食べたいのです。高齢者である当園利用者さんが好きなものは「お赤飯」「お汁粉」

「おこわ」。どれももち米を使ったものばかりです。高齢期を生きる当園利用者さんにとってお誕生日

やお正月、長寿の祝いなど「ハレの日」のごちそうはケーキではなくこれらもち米を使ったごちそう

なのです。

２　取り組み紹介

　施設の紹介

　平成６年　中高齢期の知的障害者を対象とした障害者支援施設として開設。
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　開設時の平均年齢は 52 歳。20 年を経て現在は平均年齢 68 歳。110 名の入所と 50 名ほどの通所者が

います。知的障害を主な支援対象とする施設ではありますが、ほとんどの方が車椅子をお使いです。

経菅栄養、在宅酸素、人工肛門等医療的な支援が必要な方も多くご利用されています。

（１）命をつなぐ水分ゼリー

　 　常温でも解けない水分ゼリーは水やお茶でも咽てしまう嚥下機能が低下した利用者の命をつなぐ

ツールです。水の飲み込みができない人、薬を服用するときの水代わり、突然の発熱時の水分補給

等です。イチゴ味、ぶどう味が人気です。

　　夏場にはスポーツドリンクを使った水分ゼリーを提供することもしています。

　  　エンシュア・ラコールは栄養補助食品として処方されますがリキッドであるため、嚥下機能が低

下した病後は誤嚥のリスクが高いです。エンシュア・ラコール等の栄養補助食品のゼリーの開発で

経口摂取が可能となりました。

　　現在 14 名の利用者さんが一日に必要な水分を水分ゼリー等によって摂取しています。

（２）好きなものをおいしく食べたい！

　 　超高齢化にともない常食から刻み、超きざみ食、ミキサー食さらに飲み込みしやすいゼリー

食へと開発を進めてきましたが一食遅れの（昼に食べるゼリー食は朝に提供したものをミキサー

しゼリーで固める）ゼリー食は安全で見た目もきれいでしたが、すべて冷たく食欲は湧きづら

く食事を楽しむことは難しかったため、適温で、見た目がより常食に近く、安全に提供できる

食事として口どけ食が開発されました。口どけ食の開発により刺身を食べることができるよう

になり口どけ寿司も楽しんでいます。

水分ゼリー提供の様子
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（３）やっぱりお餅を食べて喜ぶ顔が見たい

　 　以前はお正月にはお餅を食べることを楽しんでいましたが、利用者さんの嚥下機能低下にと

もない提供することが難しくなり安全面からもジャガイモ餅、白玉など工夫をこらしました。

しかしながらお餅が持つ風味や食感を出すことは至難です。利用者さんからは「もちじゃねえ

よ！」なんて意見もありました。

　 　「やっぱり本物のもち米を使った餅でおいしいって言ってほしい」試行錯誤を繰り返してでき

たのが下記の写真、口どけもちを使ったお汁粉です。常食からあんこも口どけやトロミなどと

して加工したものも提供しています。初めて口どけもちがお汁粉として提供された昨年の鏡開

きの日。たくさんの笑顔に食の持つ力を感じました。

３　考察

　食事は生活支援をする私たちにとって命を保つために欠かせないものであると同時に高齢者に

とっては各人のもつ人生の思い出や文化に彩られたものでもあると考えられます。多くの利用者

さんが好きなものを食べたいという気持ちは豊かに生きたい、老いていきたいということと同じ

であると考えられます。栄養調理課が行う徹底した嗜好調査は個人の価値観を知る大事なアセス

メントであり人生を教えていただける手段でもあると考えられます。

４　まとめ

　人間にとって食事は生きていくうえで大切な行為であると同時に楽しみでもあります。しかし

ながら高齢期を迎えたすべての人が課題なく「食事」をし楽しむことが難しい状況が生まれてき

ます。健やかに老いていくことを支援するなかで口どけ食の開発により食事を楽しむ選択ができ

る可能性が広がりましたが、上記に記したように食嗜好がもつ各人の文化や生活スタイルをきち

んとアセスメントしていくことを心がける必要があります。

　改まっての面談ではなく食事という場面を通してより深く相手を知りより良い食事提供へとつ

ながることを考え今後も心がけていきます。

毎日利用者さんと一緒に食事をします！ 栄養調理課主催：レストランプティ
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ヘルパーの働きかけで閉じこもりがちな生活から、

自分でも出来ることを見つけ希望に満ちた生活へ

神奈川県相模原市

特定非営利活動法人介護支援グループすきっぷ

介護支援グループすきっぷ

訪問介護事業所サービス提供責任者　辻丸　佳代子

１　はじめに

　静かな住宅街の一角、玄関の扉に黄色いウサギがほほ笑む一軒の家、それが私たちの活動の場であり、

地域の皆さんのよろず相談所「NPO 法人介護支援グループすきっぷ」である。すきっぷは、高齢者や子

ども、障がいをお持ちの方が、住み慣れた家で自分らしく尊厳を持って安心して暮らせる地域づくり

を目指し、平成 15年 4月、相模原市の社会福祉協議会で働いていたメンバーが集まって立ち上げた。“介

護する側もされる側も互いに心が弾むように歩めたらいいね”との思いで”すきっぷ“と名付け、み

んなで手を結び、楽しくスキップしたくなるような地域にしたいと設立当初から地域に根差した事業

所を目指している。商業都市として栄え始めた相模大野駅からバスで15分程、事業所の周りは緑が多く、

近くには ( 独 ) 相模原病院、北里大学病院など総合病院がある。日々ご高齢者の笑い声が聞こえてく

る自宅のようにくつろげる小規模デイサービス、在宅を支える居宅支援と訪問介護、総合支援法の居

宅介護、NPO 活動の子育て支援などすきっぷの活動の中から、今回は訪問介護サービスでの取り組みを

紹介する。

２　自立支援に向けた訪問介護サービスの取り組み

【Ａさんの紹介と派遣当初の状況】

　 　Ａさんは 66 歳の女性。訪問介護サービスを導入する前年の 12 月、脳梗塞を発症し入院、リハビ

リを経て 6 月に自宅に戻ってきた。本人は一人でも何とか暮らせると思って自宅に戻ったが、いざ

暮らし始めると室内の移動が大変、手すりや福祉用具を使って入浴出来ても、浴室掃除が出来ない等、

出来ない事や困難な事が次々と出てきた。そのため地域の高齢者支援センターに相談し、介護保険

の申請をして担当の介護支援専門員がつき、すきっぷの訪問介護サービスを利用することとなった。

　 　初回訪問時は、脳梗塞の後遺症のため右上下肢に軽度の麻痺が見られた。本人も右手に痛みが有

り、右全体が重く右の肩甲骨が動かないと訴えていた。室内を杖なしで装具をつけず右足を引きず

るように移動し、外出の際は単下肢装具をつけて杖をついて歩くと話していた。入浴は手すりやシャ

ワー椅子等を使って何とか一人で出来るが、掃除が出来す床面がツルツル滑って怖いとのことだっ

た。料理は全くできないと話し、ご主人とは倒れる以前から別居しているとのこと。本人は「卒婚よ」

と笑っていた。Ａさんが暮らす一軒家の裏に娘さん家族の暮らす一軒家が有るが、夫婦とも就労し

ているため日々の支援は難しい。自宅に戻ってからの生活は、日常のことは出来る範囲で行い、食

事はお弁当やレトルト食品を利用していた。リハビリ通院の際は友人や娘さんがお休みを取って同

行してくれ、何とか一ヵ月近く過ごして今に至るとのことだった。
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【サービス開始時のＡさんの様子とサービスの経緯】

　本人参加の担当者会議の中で今後の支援について話し合った結果、訪問介護サービスを週一回利用

することとなり、具体的な支援内容は次のように決まった。①身体的に困難になっているトイレ、浴

室の掃除、居室の掃除機がけ②ヘルパーと一緒に日常の家事を行うことで、生活の中で出来ることを

探して行く。また、今出来ることを続けられるようにしていく③自立支援のため、本人が自ら行うリ

ハビリの見守り的援助（老計 10 号 1‐6）を行う。デイサービスの利用については、送迎車が自宅に来

るのを見られたくないとの本人の強い思いから、交通機関を利用して自分で行く事が出来るリハビリ

中心の半日デイを利用することとなった。

　サービス利用開始時点では、自分の生活空間に他人が入ることに抵抗があるようだった。また、主

婦として長年行って来た自分のやり方でヘルパーが行ってくれるのか不安な様子だった。退院の際に

自宅で行うリハビリ体操を教えてもらってはいたが、一人では転倒などの不安があり行えないでいた。

健康な頃の自分の姿と、現在の自分の姿との違いに気分が落ち込み、気力が湧かなくなっていた。友

人や近所の人に今の自分の姿を見られたくないと話し、医師からもうこれ以上良くなることはないの

で今の自分の状態を認めるよう言われているが、「本当に治らないの？」と現状を受け入れられないで

いた。

【Ａさんの自立支援に向けてヘルパーの働きかけ】

　 　ヘルパーは、思ったように回復せず将来に希望が持てず不安を抱いていたＡさんの言葉に耳を傾

け、辛さに共感し、回復を目指して希望が持てるような具体的な言葉かけを心掛けた。Ａさんの生

活習慣に基づいた家事を教えてもらいながら一緒に行うよう促し、成功体験を積み上げて行った。

安心・安全に暮らせるような環境整備を心掛け、福祉用具などの状態を確認し、Ａさんが生活しや

すい方法を一緒に考えた。Ａさんが自らリハビリ体操をしている時は、安全を見守りながらやる気

が出るように励まし、移動時には体幹のぶれは無いか、足がしっかり上がっているか等、より良い

姿勢で歩けるように促した。自分の名前や住所を書けるようになりたいとの希望に沿って、意欲が

湧くような言葉かけを行い、文字や線を書く練習をしている時は、練習の成果を認め共に喜んだ。

お弁当や総菜ばかりでは塩分や栄養に問題があるため、自分で料理が楽しめる環境作りをし、もう

一度料理がしたいと思えるよう本人の意欲を引き出す努力をした。

【Ａさんの変化】

　 　今の自分の姿をなかなか受け入れられず将来に不安を抱いていたＡさんに、ヘルパーが出来るこ

とに目を向けるように促し、Ａさんの生活に寄り添いながら頑張っていることを認め、励ましの言

葉をかけることで、少しずつ前向きになって行った。次第に生活するうえで困ることを相談してく

れるようになり、笑顔が増えおしゃれになって行った。ヘルパーの励ましで書いた文字や線が日に

日に良くなっていくことを実感すると、毎日一人でも文字の練習を行うようになった。進んで立ち

上がりや歩行の練習もするようになり、食事もお弁当やお惣菜に頼ることが少なくなっていった。

電子レンジで温野菜をつくって食べるようになり、当初は台所にヘルパーが入ることを拒否し包丁

も握れなかったが、「胡瓜が切れる様になったのよ」と笑顔で話し、少しずつ台所に立つようにもなっ

た。そして、食生活が改善され生活に活気が出てきた。今では倒れる前に長くやっていた統計調査

の仕事に復帰したいと、頑張っていろいろなことに挑戦している。
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３　考察

　介護と関わりのないところで生活を営んで来た人が、ある日突然病に倒れた時、本人や周りは混乱

し戸惑いどうしたらよいか不安になる。まして60代の若さで倒れた場合、将来への不安は計り知れない。

病院での治療やリハビリを終え、いざ生活の場に戻ろうとした時、沢山の困難さに直面する。重い障

がいを得た方や後期高齢者、近くに家族がいない方などは介護保険のサービスを早期に導入出来てい

るようだが、Ａさんのケースのように、比較的障がいが軽く若い人はサービスの導入が遅れてしまう

ように思える。Ａさんのケースも退院後一ヶ月近く辛い困難な時を経て、高齢者支援センターに相談

したことで支援が始まった。その後、居宅支援を熟知する介護支援専門員を中心に多職種の連携がス

ムーズに行われたため、状況が改善されたと思われる。

　訪問介護サービスに特化して考えた場合、ヘルパーがＡさんの思いをくみ取りながら残存機能を引

き出す支援を行ったことで、閉じこもりがちな生活から少しずつ前向きな生活へと転換できたと考え

られる。本人の残存機能を活かし、やる気にさせる技術はヘルパーの持つ専門性の一つであると私は

常々考えている。ヘルパーが専門職の目で観察し得た情報を基に、本人と達成可能な目標を立て実践

していく。そして、成功体験を積み上げる事で本人のやる気を引き出していく。ヘルパーから報告を

受けたサービス提供責任者は、介護支援専門員へ報告し、状況によっては根拠を持った提案をする。

一つ一つの積み重ねが、Ａさんを閉じこもりがちな生活から自分で出来る事を見つけ希望に満ちた生

活へと導いたのではないかと思う。また、デイサービス利用中のＡさんの様子をサービス提供責任者

が見学することで、デイサービスの相談員はじめ職員へも多職種で支えているという意識を持っても

らうことが出来たのではないだろうか。Ａさんにとってもリハビリを頑張っている姿を見てもらいそ

の成果を共に喜ぶことが出来たことは、有意義だったと考えられる。結果Ａさんの中に生活すること

全てがリハビリであるという意識が芽生え、自ら目標を立て自分で出来る事を見つけ将来に希望を持っ

て生活できるようになったと考えられる。

４　おわりに 

　訪問介護のヘルパーは誰でも出来ると言われることが多く、ヘルパーの専門性についてはなかなか

理解してもらえないのが現状である。しかし、在宅を支えるヘルパーは沢山の情報や知恵を活かして

地域で暮らす「その人」の生活を支えている。ヘルパーは「気づき」と「観察力」がないと勤まらな

い専門職で有る。その人が今後どのような暮らしをしていきたいのか、将来に向けて大きなプランを

立てるのが介護支援専門員なら、訪問介護のサービス提供責任者は、その人のなりたい姿に向けてど

のようにしていくのか具体的に指し示す。現場のヘルパーはその人のなりたい姿に向かって「これな

らやってもいいかな」と思えるような働きかけを行い、その人の強みを活かしながら出来ることを続

けられるようにしていく。そして、出来ることを少しでも増やし、日々の暮らしを支えるのが役割で

あると私は考えている。どのような状況になっても、人にやってもらうより自分でできる方が満足で

きる。他人が同じようにやるより時間がかかっても自分でやった方が嬉しい。その人がその人らしく

望む場所で安心して暮らせるように、自立に向けた支援を行うことが大切だと思う。Ａさんのように

ヘルパーの働きかけ次第では、その人の生活は各段に改善できる。支援する側の都合で出来ることを

取りあげることなく、その人が出来るように工夫し、最善の方法を考えることが重要で有ると思う。

私は、支援する側される側であっても、人として同じ土俵で向き合い、同じ時を紡ぐという姿勢こそ

が大切であると考えている。
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在宅生活を諦めない

〜いつまでも家族と一緒に〜

神奈川県藤沢市

株式会社ツクイ

ツクイ藤沢羽鳥デイサービスセンター

生活相談員　○佐藤　里美

　　　　　　　守屋　基子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ はじめに 

JR 東海道線辻堂駅から徒歩 20 分の所に「ツクイ藤沢羽鳥」があり、デイサービスと訪問

入浴を併設し、社訓に「顧客重視・個人尊重・チームワーク」を掲げ、日々運営しておりま

す。当施設は平成 24 年度の介護保険法の改正に伴い 7 時間以上 9 時間未満の長時間のサービ

ス提供や重度化予防の為に個別機能訓練加算Ⅱを算定し、取り組んでいます。 
個別機能訓練加算Ⅱは身体機能そのものの回復を目的とする訓練ではなく、残存機能を活

用して生活機能維持・向上を図り、お客様が自宅で可能な限り自立して暮らし続けられる事

を目的として実施しております。実施するにあたって、お客様のニーズに合わせて適切なア

セスメントを行い、お客様の目標に合わせて実践的な個別機能訓練を専門職が行っています。

段階的に目標が達成できるように計画を立て、定期的にアセスメントを行い、見直して、お

客様に合った個別機能訓練を行っております。 
 

２ 取り組みの紹介 

 個別機能訓練の実施に伴い、 
お客様それぞれの日常生活状況 
を把握することが大切です。 
そのために、アセスメント 
から生活機能上の問題を 
把握することが重要と 
なります。 
 多くの高齢者は、加齢による         
身体機能の低下により、転倒し 
た事で自信を失くします。骨折 
などをすれば生活機能も低下し 
ていきます。そして、活動量も 
減少し、図のような悪循環が生 
じます。 
 生活機能とは、歩行・食事 赤丸は、個別機能訓練を行う 
                          ことで重度化予防できる。 

活動量減少 
行動範囲狭小

 

  重度化 

 

身体・認知機能

低下 

自信・意欲 
低下 

生活機能 
低下 

生きがいの喪失 
自己実現の妨げ 

在宅生活を諦めない 

～いつまでも家族と一緒に～ 

神奈川県藤沢市 
ツクイ藤沢羽鳥 
生活相談員○佐藤 里美 

守屋 基子 
 

機能低下と重度化の悪循環 

１　はじめに

　JR 東海道線辻堂駅から徒歩 20 分の所に「ツクイ藤沢羽鳥」があり、デイサービスと訪問入浴を併設し、

社訓に「顧客重視・個人尊重・チームワーク」を掲げ、日々運営しております。当施設は平成 24 年度

の介護保険法の改正に伴い 7 時間以上 9 時間未満の長時間のサービス提供や重度化予防の為に個別機

能訓練加算Ⅱを算定し、取り組んでいます。

　個別機能訓練加算Ⅱは身体機能そのものの回復を目的とする訓練ではなく、残存機能を活用して生

活機能維持・向上を図り、お客様が自宅で可能な限り自立して暮らし続けられる事を目的として実施

しております。実施するにあたって、お客様のニーズに合わせて適切なアセスメントを行い、お客様

の目標に合わせて実践的な個別機能訓練を専門職が行っています。段階的に目標が達成できるように

計画を立て、定期的にアセスメントを行い、見直して、お客様に合った個別機能訓練を行っております。

２　取り組みの紹介

　個別機能訓練の実施に伴い、お客

様それぞれの日常生活状況を把握す

ることが大切です。

　そのために、アセスメントから生

活機能上の問題を把握することが重

要となります。

　多くの高齢者は、加齢による身体

機能の低下により、転倒した事で自

信を失くします。骨折などをすれば

生活機能も低下していきます。そし

て、活動量も減少し、図のような悪

循環が生じます。

　生活機能とは、歩行・食事・排泄・

入浴や着脱衣など、自立した日常生

活を営む為に必要な能力のことを言

います。自立した生活を続けていく

為に私達は自信・意欲の向上と生活

機能を上げる取り組みを行ってきま
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した。

　これからひとつの事例をご紹介致します。

　89 歳　Ａさんは長男家族と同居。家族関係は良好。要介護 1。

　既往歴は腰部脊柱管狭窄症、変形性脊椎症、両変形性膝関節症。

　腰痛・膝痛がある為、長距離の歩行は困難ですが、自宅では何かに掴まりながら歩行されています。

　また、両肩関節拘縮と両肩から上腕にかけての可動域制限があり、家事を行うことは困難です。

　同市内で引越しすることになり、引っ越してきてからは外出も少なく、近所に知り合いもいません

でした。家族は就労しており、日中独居となる為、環境が変わった家での日中の生活が心配であるこ

とや他者との交流を持って生きがいを見つけて欲しいとのご家族からの要望もあり、デイサービスを

利用することとなりました。

　Ａさんは、自分の事は出来る限り自分で行おうと、とても意欲的な方です。平成 24 年 10 月からご

利用され当時は要支援 2 でした。デイサービスも週 2 回利用し、顔なじみの方もできましたが、あま

り楽しそうにはされていませんでした。デイサービスを利用してから、7 ヶ月が経つ頃、原因不明の下

痢が続き入院され、退院後すぐに軽度の心不全の為、再入院されました。退院して間もなく胸水の為、

入院と約半年程の間に、3 度の入退院を繰り返されました。心臓の手術もされ、精神面も大きなダメー

ジを受けました。

　平成 25 年 10 月の退院後は体力も気力も低下し、要介護 2 の認定となりました。今まで通り、週 2

回ご利用頂き、個別機能訓練を開始しました。訓練内容は、入院が続いた為、下肢筋力が低下し、下

腹部の痛みが続きトイレの回数も多く、居室からトイレまでの歩行状態が不安定なので、歩行訓練と

外出する為の玄関の上がり框の昇降が出来るよう、段差昇降訓練を行いました。Ａさん自身が前向き

に取り組めなかった時期もありましたが、少しずつ看護師の助言を受け入れて下さり、Ａさんも職員

に思っている事を話して下さるようになり、根気よく気長に取り組みました。

　2 か月後には週 4 日利用となり、体調に合わせて個別機能訓練を行いました。徐々に体力もつき、次

第に笑顔も見られるようになりました。職員とも笑顔で話をされ、看護師には不安なことがあると相

談されるなど、信頼関係も構築できました。

　歩行も安定し、歩く速度も少しずつ速くなり、常に下を向いて歩き、円背だった姿勢も背筋が伸び、

今では歩行時に真っ直ぐ前を見て歩けるようにまで回復しました。好きな物も食べられるようになり、

入退院を繰り返されていた時のＡさんの様子が嘘のように思えます。

　要介護 2 の認定から 1 年が経ち、ご本人様の自信・意欲・生活機能の低下の予防が出来たこと、日

頃からケアマネジャーやご家族様にご本人様の状況報告を密に行い、連携を図り取り組んだ所、平成

26 年 10 月の要介護認定更新で要介護 1と認定が軽くなる結果となりました。

３　考察

　引っ越しされる前は、同市内にある弊社のデイサービスをご利用されていました。もともと詩吟が

趣味で、皆様の前で披露してくださり、カラオケや手作業、工作など率先して取り組まれていました。

当施設をご利用され、デイサービスの雰囲気にも慣れた頃に入退院や手術があり、ご利用再開時には、

「もう死んでしまいたい、もうどうでもいいの・・・」など前向きの言葉は出ませんでした。お腹の調

子も良くないし、食べたいものも食べられない。「機能低下と重度化の悪循環」の図にある「生きがい

の喪失・自己実現の妨げ」の状況に陥ってしまいました。そんなＡさんの声に常に耳を傾けました。

精神的なダメージが強く、家族には弱音を言えなかったのですが、私達の前では少しずつ本音を話し

て下さるようになりました。

　個別機能訓練を行い、維持され続けていることは、「ご自身で出来ることはしっかり行う意欲がある」
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こと。向上していることは、表情が明るくなり、気持ちが前向きなったこと」です。お化粧して、おしゃ

れなお洋服を着て、きれいなネックレスなどを身に付け、身だしなみを整えて来所され、職員に笑顔

で挨拶される程になりました。Ａさんから顔なじみの方に声を掛け、トイレに行かれた時には、トイレッ

トペーパーの先を三角に折り、次にトイレを使用した方の為に取りやすくする等、周囲への気遣いも

して下さいます。

　体調に合わせて、Ａさんの気持ちに寄り添い、毎日出来る事を少しずつ、気長に実践する事を心がけ、

継続出来たことが今回の成功事例に至ったポイントだと考えます。

４　おわりに

　今、私たちに求められている事は何だろう。どんな工夫をしたら喜んで頂けるだろう。住み慣れた

地域で暮らし続ける為に、私たちに出来ることは何だろう。常にお客様にまっすぐ向き合える存在で

ありたいと思っています。

　当施設では、看護師を機能訓練指導員として配置しており、お客様のニーズに合わせた個別機能訓

練を行っております。提供時間内の限られた時間の中で、他職種との連携を図り、サービス提供や個

別機能訓練が円滑に行えるようにしております。女性の職員が多く、社訓に掲げられているチームワー

クがとても良い職場です。これからも、お客様の声に耳を傾け、いつまでも住み慣れた地域・自宅で

暮らしていかれるように支援して参りたいと思います。

　また、この事例発表会をきっかけに改めて、お客様の重度化予防をする為には、しっかりとアセス

メントを行うことが重要と再認識しました。日常生活で困っていることに対して、そして「今」出来

ていることを継続していく為に取り組み、これからも、お客様に合った個別機能訓練を実施し、いつ

までも在宅生活が継続出来るように、各職種との連携を図り、サポートしていきたいと考えます。
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電車に乗って新江ノ島水族館に行こう

神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町４１３１－１６

社会福祉法人愛成会

特別養護老人ホーム　愛成苑

介護職員　○高島 起代子　鈴木 浩二

　　　　　　八重柏 尊

１　はじめに

　特別養護老人ホーム 愛成苑は、介護社会に対する理事長の熱い思いから２００９年９月に生まれま

した。私たちは、ご利用者様を“ゲスト”とお呼びします。そして、生きとし生けるもの全てが互い

に愛し合い、助け合い、支え合って和をなす互助と感謝の気持ちを持って日々生きていく『愛生相和』

の法人理念のもと日々業務にあたっています。

　２年ほど前から、ゲストが持っている能力を大いに使って頂く、また更に回復して頂くことを目標

に数々の行事を機能訓練指導員の指導のもとで計画するようになりました。

　今回ご紹介する行事は、その一部ではありますが、「行ってよかったよ」「楽しかったね」とゲスト

の気持ちがとても現れたことにより、私たち職員も更なる挑戦意欲を高めました。

２　事例や取組の紹介

　タイトルにあります『〜電車に乗って新江ノ島水族館に行こう〜』には、大きく２つの目的があり

ます。１つ目は普通の乗客として電車に乗り、社会の一員であることを思い出すことです。２つ目は

水族館内でいろいろな海の生き物をみて、生命の素晴らしさを感じることです。

　以下に行事計画から順番に紹介いたします。（第２回目について紹介します）

　①　実施計画

　　２０１３年１１月２１日（木曜日）実施（出発予定 12：00　帰苑予定 17：30）

　　対象ゲスト：７名＝要介護５：２名、要介護４：２名、要介護３：１名、要介護２：２名。

　　　　　　　　　（認知症ランクはⅢａ：４名、Ⅱｂ：１名、Ⅱａ：１名、Ⅰ：１名の構成）

　　付添い職員：８名＝介護部長・相談員・機能訓練指導員・看護師各１名、介護職員４名。

　　入場料・交通費については御家族に説明し、御理解頂いたうえ負担して頂きました。

　②　事前準備

　　　各鉄道会社への事前連絡と新江ノ島水族館内の状況調査（多目的トイレ、バリアフリー等）。

　　 　又、要介護５のゲストＹさんについては、通常使用しているティルト型車椅子では体調悪化時

に介護タクシーで帰苑出来ないため、普通型車椅子に慣れるよう１週間ほど前から練習を重ねま

した。

　③　実施当日に合わせゲストの体調管理を行う

　　 　今回の行事では、半日（５時間半程）の外出になることから、ゲストの健康管理を最重要に考え、

看護部門との連携を強化しました。（前日排便、水分補水、バイタルサイン確認）
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　④　当日の最終状況確認

　　 　要介護５のゲストＹさんは微熱がある事と、要介護４のゲストＮさんは便が緩いことから安全

のため残念ながら２名不参加となりました。最終的には、ゲスト５名と職員８名で出発の運びに

なりました。（ゲスト５名中、車椅子利用４名、歩行器利用１名）

　　 　尚、途中でゲストの体調に不具合が生じた場合を想定し、看護師には応急手当用品・血圧計・

頓服等の持出しと、直に迎えに行けるよう施設長と送迎車が苑で待機することにしました。

　⑤　相模鉄道の瀬谷駅まで苑の送迎車で移動（２往復）

　　　全員集まったのを確認し、エレベータを利用し、いざホームへ。

　⑥　電車の最後尾に乗車しました。

　　　ホームでは駅員さんが乗車のため、渡り板を持って待って下さいました。

　⑦　途中の大和駅では、相模鉄道本線から小田急電鉄江ノ島線に乗り換えになります。

　　 　地下１階ホームから地上２階ホームへの移動にはエレベータを最低でも４回利用しますが、事

前に各鉄道会社に連絡し協力を頂いた為、スムーズな移動が出来ました。

　　　そして、一般の乗客同様、電車で GO．GO !! （写真．１、２）

　　 　車窓を眺めながらあるゲストが「電車に乗るのは何年振りかね」と言いながらとてもにこやか

な表情をされます。体調を気遣う職員に対し「大丈夫、大丈夫」と笑顔で返します。

　⑧　片瀬江ノ島駅に無事到着です。（写真．３）

　　 　苑を出発して２時間弱になります。１１月とはいえ、気温は２０度近くまで上がりとてもすが

すがしい日和です。ゲストの体調はすこぶる良く、皆様とてもお元気です。

　⑨　新江ノ島水族館まで、徒歩移動します。（写真．４）

　　　歩道は舗装されているものの、段差がところどころにあり気をつけながらの移動です。

　　　歩行器を利用しているゲストも元気に歩かれています。

写真．１

写真．３

写真．２

写真．４
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　⑩　新江ノ島水族館に到着です。（写真．５）

　　 　沢山のクラゲや魚、海の動物を見て目を丸くするゲスト。興味津々に眺める職員。色々な光景

が次々と現れていきます。そして、ゲスト・職員の笑顔、笑顔、笑顔。とても幸せな時間です。

館内はバリアフリー化され、多目的トイレが 4 か所と充実していた為、苑と同じように利用でき

ました。

　⑪　帰路に着きます。

　　 　楽しい時間は過ぎるのも早く、帰苑のため集合になります。帰路も往路と同じルートですが、

帰宅ラッシュの影響で電車内は込み合いました。しかし「電車に乗れるなんて思わなかった　よ」

「イルカショーよかったね」「今度いつ行くの」等楽しい会話は続きました。瀬谷駅では職員だけ

で写真をパチリ。達成感と満足感で皆良い顔をしています。（写真．６）

　⑫　無事愛成苑に到着しました。

　　 　ゲストは疲れた様子もみせず笑顔で帰苑されました。帰苑後の体調には問題がなく普段通りに

過ごされています。他のゲストに思い出話をされる様子に、つい微笑んでしまいました。

３　考察

　私たち職員は、ゲスト（ご利用者）との触れ合いで、常に気をつけて介助しなくてはいけない、無

理をさせてはいけないと考えてしまいます。今回ご紹介しました行事は、初めての試みであり、心配

な点は多々ありましたが、取り越し苦労であったと考えます。

　ゲストには、計り知れない機能訓練的な効果と笑顔を増す効果が得られたと感じます。

　『〜電車に乗って新江ノ島水族館に行こう〜』は、今年の６月に３回目、１０月に４回目を実施し、

計２０名のゲストが参加しました。参加により大きな効果が期待できるため、御家族の御理解を得て

今後も継続していく所存です。

４　おわりに

　私たちは、ゲストが施設に１度入所してしまうと遠くに外出することが難しいと思ってしまいます。

だからこそ、各部署があらゆるリスクを想定して、ゲスト・職員が安心して楽しく過ごせるように検

討に検討を重ねてきました。当たり前のように、施設の玄関から外出し、まったく知らない場所に電

車を乗り継いで外出ができたというのは、ゲストも職員も良い経験と自信を得たと思います。今回も、

帰ってきたら笑顔で「ありがとう。また行きたい」と御礼の言葉を頂いたことは、これからも私たち

の思い出として、永遠に残ると思います。私たちは、身体のケアを考慮しながら、心のケアもするこ

とを幸せだと思える職員の集団でありたいです。

写真．５ 写真．６
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ワシの生活に手出し無用！

神奈川県川崎市

株式会社ニチイケアパレス

介護付有料老人ホーム　ニチイホーム柿生

職員　小森　崇央

１　はじめに

　ニチイホームは首都圏に 50 箇所以上展開している介護付有料老人ホームです。当施設ニチイホーム

柿生は、平成 23 年より常勤の理学療法士を配置していることから、リハビリ目的の入居者が多いのが

特徴です。

　今回の事例は在宅生活時のように自分の意思で行動し、生活を送りたいとの想いを持った男性への

アプローチ事例です。老人ホームは集団生活の中にあっても個の意思を尊重し、その方らしい生活を

支援する場だと考えます。理学療法士や介護職員、その他ホームの全職種の連携により、少しでも個々

の想いや目的を実現できればと考えています。　

２　事例や取組の紹介

　今回紹介する事例は、リハビリを通してご自身の希望される日常に近づくことが出来た男性の事例

です。

◆対象者生活暦◆

　 　対象の方は在宅にてご夫婦で生活されていましたが、肺炎により入院。退院後は認知症状、ＡＤ

Ｌの低下が見られ、在宅困難な為、ニチイホーム柿生にご夫婦で入居となる。入居当初は入院の影

響もあり、下肢筋力が低下しており夜間でも一人でトイレに行こうとし週２〜３回転倒されていま

した。そのため排泄は終日でのオムツ対応、日中もほぼ臥床して過ごされていました。今回お客様

よりトイレでの排泄がしたいとの希望があり、トイレでの排泄を通じてＡＤＬの向上が期待できる

と考えました。

◆対象者の課題点◆

　①　排泄は終日オムツ対応。移乗は職員介助。

　②　オムツとなり便の回数が減。

　③　不眠・浅眠・日中は食事以外臥床。活動量の低下。

◆課題克服への仮説◆

　①　下肢筋力の向上により、トイレでの排泄が可能となる。

　②　トイレで排泄することにより、自然排便が可能となり、便秘の解消。

　③　車イスの自操や、体操・レクへの参加により日中の離床・活動量を増やすことで不眠の解消。

◆実践・経過◆ 

①理学療法士の指導・評価による毎日の立位訓練の実施。 

  ステップ１：ベッドからの立ち上がり動作訓練。 

  ステップ２：トイレでのつかまり立ち。姿勢の矯正。立位時間の継続。 

  ステップ３：つま先立ち訓練。足踏み訓練。バランス訓練。 

②毎日決まった時間でのトイレ誘導を実施。トイレに座る習慣をつける。 

  ステップ１：1日 1回 14時にトイレに座る。 

  ステップ２：尿意・便意があった際にはナースコールを押してもらい、トイレに座る回数を

増やす。 

③毎日の声かけによって車イスの自操や体操・レクへの参加を促した。 

  ステップ１：食事時は居室から食堂まで自操することから開始。 

  ステップ２：介護予防体操に興味があり、フロア関係なく体操関連のレクに参加を促した。 

◆結果◆ 

①排泄は日中・夜間ともにトイレにて実施。ズボンの上げ下ろし以外は介助なし。 

②月別結果 

 《2月》トイレでの排泄＝１回   排便―3日以上の回数＝4回  

 《3月》トイレでの排泄＝２５回   排便―3日以上の回数＝1回 

 《6月》トイレでの排泄＝９７回  排便―3日以上の回数＝0回 

 ③月別結果 

《2月》体操参加回数＝０回  レク参加回数＝０回 

 《3月》体操参加回数＝１４回 レク参加回数＝７回 

 《6月》体操参加回数＝１８回 レク参加回数＝０回   
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◆実践・経過◆ 

①理学療法士の指導・評価による毎日の立位訓練の実施。 

  ステップ１：ベッドからの立ち上がり動作訓練。 

  ステップ２：トイレでのつかまり立ち。姿勢の矯正。立位時間の継続。 

  ステップ３：つま先立ち訓練。足踏み訓練。バランス訓練。 

②毎日決まった時間でのトイレ誘導を実施。トイレに座る習慣をつける。 

  ステップ１：1日 1回 14時にトイレに座る。 

  ステップ２：尿意・便意があった際にはナースコールを押してもらい、トイレに座る回数を

増やす。 

③毎日の声かけによって車イスの自操や体操・レクへの参加を促した。 

  ステップ１：食事時は居室から食堂まで自操することから開始。 

  ステップ２：介護予防体操に興味があり、フロア関係なく体操関連のレクに参加を促した。 

◆結果◆ 

①排泄は日中・夜間ともにトイレにて実施。ズボンの上げ下ろし以外は介助なし。 

②月別結果 

 《2月》トイレでの排泄＝１回   排便―3日以上の回数＝4回  

 《3月》トイレでの排泄＝２５回   排便―3日以上の回数＝1回 

 《6月》トイレでの排泄＝９７回  排便―3日以上の回数＝0回 

 ③月別結果 

《2月》体操参加回数＝０回  レク参加回数＝０回 

 《3月》体操参加回数＝１４回 レク参加回数＝７回 

 《6月》体操参加回数＝１８回 レク参加回数＝０回   
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◆実践・経過◆

　①　理学療法士の指導・評価による毎日の立位訓練の実施。

　　ステップ１：ベッドからの立ち上がり動作訓練。

　　ステップ２：トイレでのつかまり立ち。姿勢の矯正。立位時間の継続。

　　ステップ３：つま先立ち訓練。足踏み訓練。バランス訓練。

　②　毎日決まった時間でのトイレ誘導を実施。トイレに座る習慣をつける。

　　ステップ１：1日 1回 14 時にトイレに座る。

　　ステップ２：尿意・便意があった際にはナースコールを押してもらい、トイレに座る回数を増やす。

　③　毎日の声かけによって車イスの自操や体操・レクへの参加を促した。

　　ステップ１：食事時は居室から食堂まで自操することから開始。

　　ステップ２：介護予防体操に興味があり、フロア関係なく体操関連のレクに参加を促した。

◆結果◆

　①　排泄は日中・夜間ともにトイレにて実施。ズボンの上げ下ろし以外は介助なし。

　②　月別結果

　　《2月》トイレでの排泄＝１回　 　排便―3日以上の回数＝ 4回　

　　《3月》トイレでの排泄＝２５回   排便―3日以上の回数＝ 1回

　　《6月》トイレでの排泄＝９７回　 排便―3日以上の回数＝ 0回

　③　月別結果

　　《2月》体操参加回数＝０回　　レク参加回数＝０回

　　《3月》体操参加回数＝１４回　レク参加回数＝７回

　　《6月》体操参加回数＝１８回　レク参加回数＝０回  

　　《6月》平均睡眠時間＝約６時間

◆実践・経過◆ 

①理学療法士の指導・評価による毎日の立位訓練の実施。 

  ステップ１：ベッドからの立ち上がり動作訓練。 

  ステップ２：トイレでのつかまり立ち。姿勢の矯正。立位時間の継続。 

  ステップ３：つま先立ち訓練。足踏み訓練。バランス訓練。 

②毎日決まった時間でのトイレ誘導を実施。トイレに座る習慣をつける。 

  ステップ１：1日 1回 14時にトイレに座る。 

  ステップ２：尿意・便意があった際にはナースコールを押してもらい、トイレに座る回数を

増やす。 

③毎日の声かけによって車イスの自操や体操・レクへの参加を促した。 

  ステップ１：食事時は居室から食堂まで自操することから開始。 

  ステップ２：介護予防体操に興味があり、フロア関係なく体操関連のレクに参加を促した。 

◆結果◆ 

①排泄は日中・夜間ともにトイレにて実施。ズボンの上げ下ろし以外は介助なし。 

②月別結果 

 《2月》トイレでの排泄＝１回   排便―3日以上の回数＝4回  

 《3月》トイレでの排泄＝２５回   排便―3日以上の回数＝1回 

 《6月》トイレでの排泄＝９７回  排便―3日以上の回数＝0回 

 ③月別結果 

《2 月》体操参加回数＝０回  レク参加回数＝０回 

 《3月》体操参加回数＝１４回 レク参加回数＝７回 

 《6月》体操参加回数＝１８回 レク参加回数＝０回   
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◆実践・経過◆ 

①理学療法士の指導・評価による毎日の立位訓練の実施。 

  ステップ１：ベッドからの立ち上がり動作訓練。 

  ステップ２：トイレでのつかまり立ち。姿勢の矯正。立位時間の継続。 

  ステップ３：つま先立ち訓練。足踏み訓練。バランス訓練。 

②毎日決まった時間でのトイレ誘導を実施。トイレに座る習慣をつける。 

  ステップ１：1日 1回 14時にトイレに座る。 

  ステップ２：尿意・便意があった際にはナースコールを押してもらい、トイレに座る回数を

増やす。 

③毎日の声かけによって車イスの自操や体操・レクへの参加を促した。 

  ステップ１：食事時は居室から食堂まで自操することから開始。 

  ステップ２：介護予防体操に興味があり、フロア関係なく体操関連のレクに参加を促した。 

◆結果◆ 

①排泄は日中・夜間ともにトイレにて実施。ズボンの上げ下ろし以外は介助なし。 

②月別結果 

 《2月》トイレでの排泄＝１回   排便―3日以上の回数＝4回  

 《3月》トイレでの排泄＝２５回   排便―3日以上の回数＝1回 

 《6月》トイレでの排泄＝９７回  排便―3日以上の回数＝0回 

 ③月別結果 

《2 月》体操参加回数＝０回  レク参加回数＝０回 

 《3月》体操参加回数＝１４回 レク参加回数＝７回 

 《6月》体操参加回数＝１８回 レク参加回数＝０回   

 《6月》平均睡眠時間＝約６時間 
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◆事例実施前・後のモニタリング結果◆

　要介護度　　　　　要介護 3　→　要介護 3　

　立位保持時間　　　　1分　　→　３分以上

　立ち上がり動作　　一部介助　→　自立（見守りあり）

　体操参加回数　　　　０回　　→　１８回

　レク参加回数　　　　０回　　→　１回

　月間トイレ排泄回数　１回　　→　９７回

３　考察

　ＰＴとの協同での訓練により、立位が安定し職員見守り程度での介助が可能になったと考えます。

訓練をきっかけにお客様が自分でできると自信をつけていったことで、体操の参加率の上昇に繋がり

日中の離床時間を延ばすことが可能になったと考えます。自操において別フロアの奥様と食事をする

ため積極的に自操し奥様を呼びに行く様子が見られました。レクの参加率が伸び悩んだ原因として、

好みのレクだけ参加していたと考えられます。毎日のレクの時間をテレビを見て過ごされたりと、ご

本人が希望されるペースでのライフスタイルを確立することが出来たと思われます。

４　おわりに

　ＰＴとの協同での訓練を継続することで専門的な評価とプログラムにより効率的な訓練が実施でき、

ほぼ自力での排泄が実現しました。体操の参加率が上昇した一方で、レクの参加率は伸びませんでした。

しかし日中の活動性は向上しました。現在ではご自身のやりたいことをご自身で選択する本人が望む

生活が可能になりました。

　これはまさに「ワシの生活に手出し無用！」というテーマに近づいたと思います。
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ボンジュール　ユマニチュード

〜医療現場の認知症ケアメソッドを介護現場に〜

神奈川県横浜市

株式会社学研ココファン

学研ココファン日吉

事業所長　日下　文則

１　はじめに

　介護現場は、世にいう 3K の職場で有効求人倍率が 2.8 以上という人手不足が襲っています。離職率

も高いようです。ココファン日吉ではスタッフの仕事に対するやりがい、充実感、満足感を高めて、

共に長く働きたい。という思いから「事業所は誰のためにある。スタッフとご利用者のためにある。」

と事業所訓として所内に掲示しています。

　スタッフが充実して業務に取り組めば、自然とご利用者への対応も素晴らしいものになります。そ

のための施策の例として、個人別評価を処遇に反映させる制度を導入し、スキルアップ、モチベーショ

ンアップに繋がる研修システムも導入しています。例えば、職務別研修、階層別研修、3 つの層に分け

た社内研修、社外研修などによりスタッフの引き出しを増やしています。

　しかし、これらのモチベーションアップ策は業務上の悩みや苦しみ、葛藤を解決するまでにはなか

なか至りません。何かいい策は無いものかと日々悩んでいました。

　そんなある日、ＴＶで医療現場が取り組んでいる認知症ケアメソッドの特集がありました。そのメ

ソッド「ユマニチュード」を見た時、思わず「これだ！」と叫んでしまいました。

　このメソッドを導入したら、人と人の絆が今までよりも太くなる。より一層ご利用者の役に立つこ

とができ、おもてなしの心を充実させることができる。ココファン日吉のご利用者とスタッフに大き

な変化をもたらすことができると感じたからです。

　そのメソッドの導入取組、事例などについてご紹介いたします。

２　取組の紹介

　取組んでいる「ユマニチュード」はフランスで 35 年の歴史を持つ認知症ケアメソッドです。

　その内容は 4 つの技術（①見る②話す③触れる④立つ）と 5 つのステップ（①出会いの準備②ケア

の準備③知覚の連結④感情の固定⑤再会の約束）で構成されている人間の存在（尊厳）を主眼として

います。

　それぞれの項目は、一連の流れと奥深さをもって構成されています。

　まず「見る」。ただご利用者の目を見て話すだけではなく、その高さ・距離・方向がポイントです。

そうすることで、ご利用者もこちらを認知します。認知したら 2 秒以内に「話す」のです。その際に、

前向きな言葉を使って、少々オーバーと思えるくらいの笑顔とアクションで優しく話します。加えて

さりげなく腕の外側などを、例えば赤ちゃんを愛おしく触るかのように優しく「触れる」。ここまでで

3 つの技術を組み合わせています。メソッドでは、それぞれの技術を単独ではなく、2 つ以上を組み合
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わせて行うことで効果が高まるとしています。

　その効果で認知症ご利用者の生きる世界に入り込み、より深いケアを進めることができます。

　そしてステップの「出会いの準備」です。

　恋人と会う時には、自分をより分かってもらいアピールするために準備をします。男性ならデート

の行先や利用するお店を選び、そして一日のストーリーを想定したりします。女性なら髪をきれいに

セットし、お化粧をして、洋服を選び、靴を選びます。出会いのための準備です。

　楽しい時間を一緒に過ごしたいからです。ユマニチュードも同じです。

　ユマニチュードではお部屋の扉を叩くことから始まります。① 3 回ノック② 3 秒返事を待つ③再び 3

回ノック④再び 3 秒待つ⑤ 1 回ノックをしてからお部屋に入ります。この行為によりご利用者は睡眠

やまどろみから覚醒します。ここまでで覚醒が足りないときは⑥ベッドボードの足元部分を軽くノッ

クします。（途中で覚醒している場合は、全てを行う必要はありません。）

　覚醒水準を数回に分けたノックで徐々に高めて、スタッフが来たことを告げて、ご利用者の反応を

待つことが重要です。このことはケアマネージャーから次のように報告があります。

　「このメソッドを使用して居室訪問を行っています。常識的なことかもしれませんが、それを徹底さ

せると、反応が劇的に変化します。」

　次に「ケアの準備」に入ります。あなたに会いに来たというメッセージを「見る」「話す」技術でつ

なげて笑顔や優しいトーンで相手の認知機能の程度に合わせたアクションを使って話します。そして

ケアに対する同意の返事を得ます。次にケアに入り「知覚の連結」「感情の固定」「再会の約束」へと

メソッドの要素が細かく存在しますが、ここでは割愛いたします。

　このユマニチュードに関する動画や資料などを部門長クラスに送信し、確認してもらうと、訪問介

護部門からぜひ取り組みたい。チームを作り勉強し自分たちの技術や対応を高めたいとの申し出があ

りました。早速チームが結成され、数回の研修実施ののち、導入を開始しました。

　チームメンバーのヒヤリングでは「このメソッドですと、ご利用者が覚醒した上でケアに移れるの

でご利用者は私達の行動に理解を深めています。ケアも以前とは違い、スムーズにできます。安心い

ただけているのか、たびたび『ありがとう』と発言されています。私たちも心と時間に余裕が生まれて、

こちらの気持ちも豊かになります。」という言葉が返ってきました。

　そして、チームの活動も活発になってきた夏の終わりに新たなムーブメントがありました。

　チーム以外のスタッフが自発的に本とＤＶＤで勉強をし、メンバー同様の動きを開始しているので

す。現在ではチームメンバーの倍以上のスタッフがユマニチュードに取り組んでいます。

３　考察

　メソッドの4つの技術と 5つのステップで、認知症ご利用者には、今までより一層大きな安心感を持っ

てケアを受けていただくことができるようになりました。認知症以外の方々にも、メソッドのレベル

をアジャストしながらケアをすることで、事業所では笑顔が多く溢れています。ケア自体に大きく変

化が出ていることは言うまでもありません。また、「目線を合わせる」のではなく、心を合わせること

で初めてその人に寄り添うことを実感できます。人として互いの理解と信頼が深まり、ご利用者の世

界に入ることの重要性を改めて感じることができるのが、この「ユマニチュードメソッド」です。

　新たなメソッドを導入することは、手間が増えると考えがちです。しかし、このメソッドは手間が
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減るという結果が出ています。ご利用者の協力を得ることができるのでスタッフの労力が少なくなっ

ているのです。

　「ケアが必要な人を支える」ことと同時に「ケアをする人を支える」ことにもなりました。

４　おわりに

　事業所運営は定量的目標が大きく、数字ばかりになりがちですが、今回のように、定性的な目標を

持つことができ、今後この取り組みを他の部門で導入させるプランを現在策定中です。

　サ高住が提供する安心して暮らせる住宅環境、介護環境が有れば、現在日吉本町地域で取り組んで

いる認知症ケアを題材にした地域包括ケアに活かせます。

　そして、スタッフが疲弊せず、仕事に充実感、満足感、やりがいを感じて、共に長く働ける環境も

作ることができます。これは事業所の使命でもあります。その源となったユマニチュードメソッドを

今後も事業所全体に広げ、全スタッフのモチベーションアップを行い、10 年後にはあと 100 万人の介

護従事者が必要という時代に、万全の人材体制を備えたいと考えます。

　介護職は「優しさ・思いやりの専門職」です。専門職はより良い技術や高い知識レベルを追及する

ことで専門性を磨きます。ユマニチュードは専門職をより輝かせるメソッドです。

　人を介護するのは人です。人としての態度が重要なのでＨｕｍａｎ ( 人 )+ ｔｕｄｅ（態度）＝Ｈｕ

ｍａｎｉｔｕｄｅ（ユマニチュード）です。

　ユマニチュードは誰でも取り組めるメソッドです。今まで「私はそんなに優しくなれない…」「そん

なに寄り添えない…」と悩んでいる方は、私達が取り組むメソッドに触れてください。

　2 つ以上の技術を組み合わせることで、劇的に介護が楽になります。しかもその方法はとてもシンプ

ル。いつもの接し方にほんの少しのエッセンスを加えるだけです。

　誰もが高齢者が好きで介護を始めたはずです。それなのに業界では日々の業務の過酷さで離職者が

後を絶ちません。「こんなはずじゃなかった」「大好きで始めた仕事なのに精神的に辛い」と嘆いてい

る現場の声は少なくありません。

　ケアする側もされる側も楽しく過ごしたい。でしたらユマニチュードメソッドを取り入れて、みん

なでハッピーになりましょう。どちらも何かの縁があって互いに出会っています。

　人生の最後に「あなたと会えてよかった」と思ってもらえるお手伝いをしてみませんか？

「ボンジュール　ユマニチュード！」

《参考文献》『ユマニチュード入門』著： 本田　美和子 / イヴ・ジネスト / ロゼット・マレスコッティ

医学書院発行
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困難事例を解決するには観察力とコミュニケーション

〜携帯電話とメールを使って〜

神奈川県横浜市

日総ニフティ株式会社

訪問介護事業所　日総ニフティ株式会社

所長　岡本 千絵

サービス提供責任者　○島袋 尚美

１　はじめに

　困難事例と言われるご利用者がいる。日々の忙しさからご利用者との直接的な関わりが薄いご家族

がいる。それをサポートするケアマネジャーや関係機関。しかし、その根本を支えるのは、直接介護

を行う訪問介護事業所であり、サービス提供責任者である。

　訪問介護の仕事は、基本的な援助にプラスされた創意工夫が不可欠な仕事である。プラスされたも

のは決して画期的なことではなく、誰もが考え得ることであるが、それを行えるか否かは観察力とコ

ミュニケーション、そしてチームワーク、信頼関係があってこそ成し得るものである。

　今回の取組は、日々の観察力、生活歴の見直しから問題解決へと繋ぐ創意工夫のひとつであり、「携

帯とメールの活用」が大きな役割を担った事例である。

２　取組の紹介

　事例１【認知症がある日中独居のご利用者】

　経緯：  　ご家族は同居しているが、平日の日中は就労していて、この生活を何とか継続したいと希

望している。

　　　　 　実はある日、援助に伺わず訪問介護に穴を開けてしまうことがあった。その日、ご家族が

帰宅してご利用者にヘルパーが入ったか確認しても、ご利用者は記憶力低下症状があり「わ

からない、来なかった。」と答えるため、事業所に確認の電話が入ることが何度かあった。

　対策：  　ご家族とのルールとして、ヘルパーがご利用者宅を訪れた際に、ご利用者宅の固定電話か

らご家族の携帯電話にワン切り電話をすること。こうするとご利用者宅へヘルパーが訪れた

時刻がご家族の携帯電話に記録として残る。それをご家族が休憩時間に確認することによっ

て安心でき、信頼回復にもつながった。仕事は継続することが出来ている。

　事例２【困難事例と言われ介護事業所が次々と変わっていった独居のご利用者】

　経緯：  　うつ病の服薬があり、極めて偏食なご利用者が他事業所から紹介されてきた。ケアマネジャー

も外部事業所である。ご利用者は服薬管理が出来ない状態であるにも係らず、ご利用者の意

向により薬を手放さず、食事もご利用者の意向により３食菓子パンという偏食。ドリンク剤

やビタミン剤を好み、解けかかった錠剤とビンが部屋に散らばっているという状況であった。

また、訪問するとベッド下に脱力状態で失禁便まみれということもあり住環境も悪い状態で

あった。

　　　　 　しかし、サービス提供責任者のご利用者に対する印象は、言葉使いなどから「もっとその
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人らしい生活を送ることが可能な方ではないのか」というものであった。

　　　　 　この仮説から最初に取り組むべきことを薬の管理を正しく行うこととした。毎週代理受診

でヘルパーが症状を医師に説明し、精神科薬の調整を依頼した。

　　　　 　食事はご利用者の生活歴から「給食」がキーワードとして挙がってきたため、コッペパン

など給食の定番メニューを中心に調理をして提供した。

　　　　 　ご家族は何年か前、特に嫁に対しての拒否が強くなり、ご利用者と別居してからは関わり

方が判らず、距離を置いていた。

　対策：  　他区在住のご利用者のご家族と詳細にわたる３００通以上のメール送信が行われた。経過

記録もここから残した。

　　　　 　ケアマネジャーを含む関連機関とご家族と同時内容でメールのやり取りをした。転倒で救

急搬送などの状況と対応は一斉配信で連絡を取り合った。

　　　　 　ご利用者に見せて、介護方針や、どの事業所がいつ来訪するかなどを説明することもあった。

ご家族は、状況報告だけでなく意向や指示を聞き、事細かくメールを送るうちに変化があった。

　　　　 　何年もしてなかった入浴をご利用者がしたときは、浴後の笑顔の画像を思わず撮って家族

に送信した。ご家族からは「画期的なことだ。嬉しい。」と返信があり共に喜びを味わうこと

が出来た。

　　　　 　次第にご家族も土、日に訪問するようになった。ある日、嫁が作ったフレンチトーストをけ

なした日、「それほどには思っていないようで、そのあと本当は感謝していると私におっしゃっ

ていました。」と嫁宛にメールを送った。またある日はご家族が取ったお寿司が手付かずで残っ

ていて、ろくな会話も出来なかったと悲観したメールに「美味しいものを食べさせてあげた

いと思う気持ちは、私も親がいるので分かりますが、今のお母さんには暖かいお茶やコーヒー

をお出しするほうが良いのでは。お腹が温まって落ち着かれるかなと思います。」と返信した。

あるときは家族からの食事が牛丼が続いて、半分近く食べこぼしているので、どうなのかな

と思っているとご利用者から「これは松屋の牛丼なのよ、銀座のね。」と嬉しそうに自慢して

召し上がっていた。すぐにご家族にメール報告したことは例に漏れない。

　　　　 　ご家族の土、日の担当も定着し、水分量から排泄まで報告が入るようになっている。ある

時訪問すると、洗面所の扉が開いていて担当の誰が閉め忘れたのだろうと話題にしていたが、

どうやらお一人の時間帯に部屋内を歩かれているようだと判った。当初全介助で起居動作か

ら支援していたが、車椅子に座ることが出来、立位が取れ今では、こっそり歩けるようになっ

た。

　　　　 　ご家族は当初施設入居を考えていたがお元気になっていくご利用者を見て「それは忍びな

い」と言う考えになり躊躇の気持ちもしっかりメール配信でうかがうことが出来ている。

　事例３【ご利用者さんからのメール】

　経緯：　精神疾患があり電話が多く、待つことが出来ない傾向があるご利用者。

　対策：  　ご利用者はサービス提供責任者に直接メールを送る。サービス提供責任者は、そこそこ手

すきの都合の良い時に返信をする。

　　　　 　「こしとあしかいたいからきてくたさい」（ご利用者原文）自宅からの支援要請メール。

　　　　 　「きようからりはビリか始まりましたあたくてめかまりそうてわすごいめいわくかけます」

（ご利用者原文）入院中の病室から送られてきた。絵文字も時々入る。
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３　考察

　従来ご利用者と訪問介護事業者とのやり取りは電話やファックス、訪問や連絡ノートで行われてい

たが、そこにはリスクとして

　「言った言わない」

　「言い間違い」

　「伝え間違い」

　「伝わっているかかどうか不明」

　「その時でないと出られない（電話）」などが有る。

　　一方、メールのメリットとしていえることは、

　①　前出のリスクを改善し、記録として残る。

　②　授受の双方とも自分の都合良いタイミングで送受信することが出来る。（時間外でも）

　③　連絡、相談、報告がその場で日々、タイムリーに行うことが出来る。

　④　ケアマネ、サービス事業者、家族、行政などあて先を複数入れる事で内容を簡単に共有できる。

　⑤　画像を入れて視覚的情報を送ることが出来る。

　 　事例 1 では、ご利用者のご家族が仕事先でもヘルパーが訪問しているかどうかを知りたいと不安

に思う気持ちをどのように解決したらよいか、信頼してもらうためにはどうしたらよいかを考えた

結果、携帯に着信を残すことで解決した。

　 　事例２では、独居のご利用者を「その人らしい生活」を合言葉に衣食住の基本から医療面の立て

直しや健康管理までを行い、さらに家族関係に働きかけ、役割に納得と満足感を持ってもらうこと

ができた。

　　このご利用者とのかかわりの中でも膨大な量のメールが大きな役割をはたしている。

　 　事例３では、メールの利用はより広範囲になっており、ご利用者自身がメールを利用することも

例外ではないといえる。

４　おわりに

　近い将来、介護業界も皆がタブレットを持って情報共有する先進的な時代が予想される中で、現在

の携帯メールの利用はその先進時代へのプレ期と考える。

　はじめに述べたように訪問介護の仕事は、ご利用者の日常生活に直接かかわる中で何とかならない

か、どうにかしたいという思いからの創意工夫の連続と積み重ねであり、その基本は観察力とコミュ

ニケーション、そして常に先進的な取り組みをしているという自負であると考えている。
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新しい業務体制作り　フリー入浴の実践

神奈川県藤沢市

社会福祉法人富士白苑

特別養護老人ホーム　藤沢富士白苑

支援主任　飯島　嘉仁

１　はじめに

　藤沢富士白苑は平成２４年、４月にオープンしたユニット型の特別養護老人ホームです。私たちは

「経営理念」を根幹に、ハンディキャップのある方でも健常者と同じように接することを心掛け、入居

している利用者が望む、満足のいくサービスを提供しようと、積極的に新しい取り組みにチャレンジ

しています。今回発表させていただく「フリー入浴」は現場から主体的に上がった取り組み内容です。

現場から提案が上がってきた背景としては、本来入浴は健常者の方であれば、好きな時間にゆっくり

入るのは当たり前のことです。しかし、今まで行ってきた施設介護の入浴ケアは、特定の曜日でしか

入浴ができない、また朝食後から昼食前の「午前浴」、昼食後から夕食前の「午後浴」の時間帯でしか

入浴できない体制が問題点としてありました。このような入浴体制は当然利用者本位のサービスとは

言えませんでした。そして、「利用者に好きな時間に、ゆっくり入浴していただきたい」、「もっと利用

者とゆとりを持ってゆっくり、丁寧に関わりたい」という現場の思いから、「フリー入浴の実践」が始

まりました。

２　取り組みの紹介

【フリー入浴の実践事例】

〜その１　入浴フルオープン体制〜

　「入浴フルオープン」とは、月・火・水・木・金・土・日と１週間全ての曜日で入浴ケアを展開する

ことです。毎日入浴業務を行う体制を言います。

●入浴フルオープン体制のメリット

　・  入浴フルオープン体制であれば、仮に利用者の体調が悪く、その日入浴できなかった場合でも、

翌日に調整して入浴することができます。

　・ １日に入浴される利用者の人数が分散されて少なくなり、利用者１人に掛ける入浴時間が長くな

ります。また、介護職は利用者と１対１でゆっくり、丁寧に関われます。

　・ 毎日入浴業務があることで介護職の人員を曜日によって増やしたり、減らしたりする必要はなく

なるので、職員の業務負担軽減にも繋がります。

　・ ショートステイの利用者で「利用初日にお風呂に入りたい」、「退苑する日にお風呂に入りたい」

という要望に難なく応えることができます。
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１グループ　入浴フルオープン体制　※週２回での入浴

ＡＭ

月・木 火・金 水・土

Ａさん Ｄさん Ｇさん

Ｂさん Ｅさん Ｈさん

Ｃさん Ｆさん Ｉさん

ＰＭ

月・金 火・土 水・日（ＡＭ） 木・日（ＰＭ）

Ｊさん Ｍさん Ｐさん Ｓさん

Ｋさん Ｎさん Ｑさん Ｔさん

Ｌさん Ｏさん Ｒさん

※１グループ（利用者２０名）：１日に入浴される利用者の人数は約６名。

〜その２　夜間浴〜

　入居している利用者の中には「夕食後お風呂に入りたい」、「夜寝る前にお風呂に入りたい」と言っ

た要望があります。要望に応えるために「夜間浴」が実施できる体制を整えました。

※夜間浴専用のタイムスケジュールを作成。

※夜間浴担当者の勤務は１２：００〜２０：３０、１２：３０〜２１：００の２パターン。

〜その３　早朝浴〜

　入居している利用者の中には「朝１番で入浴したい」という方もいます。また、認知症の方でお風

呂が気になり、朝起床してから「お風呂はまだですか？」と繰り返しおっしゃる方もいます。要望に

応えるために、朝１番で入浴できる「早朝浴」の体制を整えました。

※早朝浴専用のタイムスケジュールを作成。

３　考察、評価

　藤沢富士白苑の介護職たちは、できるだけ利用者が好きな時間でゆっくりお風呂に入っていただく

ために、そして１人ひとりの利用者とゆとりを持って、丁寧に関わる入浴ケアを展開することを目的に、

チームで新しい業務体制を考え実行していきました。

　「入浴フルオープン」、「夜間浴」、「早朝浴」等新しい体制作りに取り組んできた結果、実施して良かっ

たこと、実施してから気づけたこと、もっと良くするために工夫できること、利用者からのご意見、

生活の様子の変化、職員のモチベーション等それぞれの評価についてまとめました。

●入浴フルオープンの評価

　・ 体調不良や拒否等で入浴が中止になっても、翌日に入浴することが可能になった。

　・  利用者１人ひとりゆっくり入浴することができた。利用者１人に対して、３０分〜４０分の時間

を掛けることが可能となった。

　・ ショートステイ利用者は利用初日と退苑予定日に入浴することができた。

　・ １日に入浴する利用者の人数が減り、職員の身体的負担の軽減に繋がった。
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●夜間浴の評価

　・  夜間帯認知症の利用者の問題行動（帰宅願望、夜間ユニット内の徘徊）が少なくなり、朝までゆっ

くり休まれた。

　・ 夜間トイレに行く回数が減って安眠されるようになった。

　・ 夜勤者の精神的・身体的負担の軽減に繋がった。

　・ 夜間浴の体制を応用することで「夜間屋外レクリエーション」を実現することができた。

　※下記写真は実際に夜間帯に行った行事企画です。

   

●早朝浴の評価

　・ 利用者より「朝１番で入浴できて贅沢だ」と満足されていた。

　・ 早朝浴を行う事で、午後浴の人数が減り、午後のレクリエーションの時間が充実した。

【今後の課題】

　「入浴フルオープン体制」は施設全体で実施できていますが、「夜間浴」と「早朝浴」はまだ一部の

方でしか、実施ができていません。今後は利用者又は家族のご希望に合わせて全体で「夜間浴」、「早

朝浴」を実施していきたいと考えています。

４　おわりに

　利用者ができるだけ好きな時間、ゆっくりお風呂に入っていただくため、「フリー入浴」を実践して

きましたが、新しい体制を作っていく事で介護現場に少しずつゆとりが生まれ、利用者本位の「個別

ケア」がより良い形で実現することができました。まだまだ課題はたくさんありますが、今後も利用

者の望む介護を提供していくために、チーム一丸となり良い介護サービスを提供していきたいと思い

ます。

　さいごに、藤沢富士白苑では今年度より新しい取り組みとして、介護ロボット「パルロ」と「パロ」

の導入（ロボットセラピー）、また「介護アロマ」の導入（リーダーの介護職と看護師がアロマコーディ

ネーターの資格を取得）を開始しております。

　利用者へより質の高いサービスを展開していくため、今後も新たなサービスを確立していきたいと

思います。

【横浜スタジアム 野球観戦】  【居酒屋で利用者と飲み会】 【花火会】
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生きる手応え、溢れる笑顔　私が主役！

〜豊かな生活実現の支援レク〜

神奈川県横浜市

日総ニフティ株式会社

介護付有料老人ホーム　すいとぴー金沢八景

介護リーダー　川上　麻美

１　はじめに

　すいとぴー金沢八景は開設８年目を迎え、５６名が入居されている。

　『いのちを守る〜心と体を守る居心地の良い安全な暮らし〜』というテーマに対して、どのような取

り組みをするのか検討した。その結果、「いのち」を単に生理機能を維持している状態と捉えるのでは

なく、生きる喜び・意欲・安心を得られる生活という生命の目的に着目して誰もが願う心が満たされ

た豊かな暮らしが送れるよう、その実現を目指す手段としてのレクリエーションのあり方を探った。

その実践報告である。

２　方法と対象

　すいとぴー金沢八景１階の入居者８名を対象とした。

　１階には、重度の認知症または、身体介護が必要なご入居者様はいらっしゃらず特定の個人を対象

とするのではなく１階フロアー全体としてのレクリエーションの充実を図り、一定期間を通して評価

できる内容にした。

取り組み期間：平成２５年３月１日〜９月３１日

＜これまでの経緯＞

　平成２０年３月２３日に、１･ ２階がオープンし、他のフロアーとは違い、１階の入居者様は、要支

援１〜２の方々だけである。

　平成２４年６月１日から１階在中の職員が出来たことにより、入居者様との関わりも増え、入居者

様がやりたいレクリエーションを行う支援ができるようになった。入居者様の要望で、毎週金曜日は、

『習字レク』第一火曜日は、『茶話会』を開き、今まで出来なかったレクリエーションも定着するよう

になってきた。生き生きした生活には、職員が押し付けたレクリエーションを皆様でやるのではなく、

お一人、お一人がやりたい事『私が主役なんだ』と感じて頂く事で、「生きる手応え」につながり、「溢

れる笑顔」になると考え、以下の５項目を中心に取り組んだ。

＜５つの取り組み＞

①　自然とのふれあい：野菜栽培

　 　６月７日に入居者様と一緒にプランターに、茄子、胡瓜、ゴーヤ、トマトなどの苗木を植えた。

苗木は、入居者様と一緒に買いに行き選んでもらった。

　　また、野菜を植えるだけではなく入居者様の提案で野菜カーテンのように植えた。
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②　お菓子作り・茶話会

　 　施設で提供される食事やおやつだけでなく、手作りの楽しみを味わっていただく為に、月１回の

お菓子作りを実施。

　 　３月１日　三色蒸しケーキ　４月２３日　桜羊羹　５月２８日　お米を使用した、柏餅

　　８月１８日　涼を感じていただく為、水羊羹などを入居者様と作った。

　 　また、茶話会では、和菓子と洋菓子を交互に繰り返し、事前に入居者様に希望のお菓子を選んで

もらった。

③　お洒落：ネイルレク

　 　７月８日には、１階の入居者様は、全員女性なので施設生活の中でもお洒落を楽しんでいただこ

うとネイルレクを実践した。

　 　５色のマニキュアとお花のシールを用意して、皆さんにお好きな色のマニキュアとシールを選ん

でいただき職員がネイルを実施した。

④　季節感を味わう：壁絵作り

　 　施設にいながらにして、季節の移り変わりを感じていただけるように季節のお花や年中行事等を

ご入居者様の提案を元に、模造紙に貼って壁絵を作成した。

　　５月１日　季節の花であるバラの花をちぎり絵を作成

　 　５月２０日　美術大学を卒業した職員が、模造紙に絵画風の紫陽花寺を描いたものに、入居者様

の作った紫陽花を貼り、壁に掲示した。

　 　７月２５日　すいとぴーの庭をイメージした蓮の池を作成して模造紙に貼り、入居者様の提案で

３Dの紫陽花を飾った。

　　８月に入ると、紫陽花を外して夏の花のひまわりを折り紙で作成して、模造紙に飾った。

⑤　体力作り：体操

　　機能訓練士の考えた、リハビリ体操メニューを職員が覚えて毎日午前中に実施した。

３　結果

①　自然とのふれあい：野菜栽培

　 　リビングに来られた際に、窓からみえる野菜カーテンを見て「いつ頃出てくるかしら？」「こんな

に大きくなった !」「いつ、食べるの？」と眼を輝かし楽しみにされていた。８月２日に収穫した胡

瓜や茄子を塩もみにしたり、味噌をつけて少量であったが入居者様に召し上がっていただくと、「とっ

ても、美味しい」「獲れたては違うわね！」と喜ばれた。

②　お菓子作り・茶話会

　 　お菓子作りを行ったことで、普段居室でおやつを召し上がられている方もリビングに出てこられ

るようになった。職員に、「昔、○○を作った。」「○○を作るなら参加したい」等、作りたい希望や

要望を言ってもらえるようになった。また、月１度の茶話会を楽しみにされる方が多くなった。

③　お洒落：ネイルレク

　 　最初は、「派手なのは嫌」と言われていた方が完成した爪を見て「素敵ね！」と笑顔で喜ばれた。また、

普段は爪を切るのを嫌がる方も拒否なく爪を切らせてくださった。皆さん若返ったように、生き生

きとした笑顔が見られた。

④　季節感を味わう：壁絵作り

　 　居室前の廊下の壁に展示した事で、廊下が明るくなり、出来た作品を見に行かれ「これは、○○よ」

と話されたり、中には、写真を撮りに来られた方もいました。
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⑤　体力作り：体操

　 　毎日体操を行う事で、入居者様が体操を覚えて職員が間違えると笑いながら「それ、違うわよ」と、

笑顔で指導してもらう事もある。また、職員により指導員の体操とは違う、歌を混ぜた体操などに

アレンジした体操を行なっている。コミュニケーションを取りながら体操を行ない、毎日笑顔溢れ

る体操の時間になった。

４　考察

　＜５つの取り組み＞すべてに１階後入居者様全員が参加した訳ではなく、それぞれご自身のやりた

いもの、やりたい時に参加してもらった。

　介護に於けるレクリエーションには、「遊びの素材の提供」というより「レクリエーションを通して

その人の心の中にある肯定的な感情や笑い、笑顔を引き出そうとする働きかけ」という視点が大切に

思う。スタッフが企画したものを一方的に与えるだけの受身では本当の喜びも生まれないし、入居者

様自身の本来持っているもの（肯定的な感情や笑い）が引き出されてこそその人らしい自然体の姿、

その人本来の願う生活が営まれるはずである。

　そのように見つめると、今回５つの取り組み行って、入居者様の自発的な行動がそれだけ喜びに繋

がっていることを確認できたように思われる。このような刺激が、生きる喜び、手応えになり生きが

いに繋がっていくと思う。

　お一人、お一人の貴い命を「より輝きあるものにしたい」そのような思いで、今後もレクリエーショ

ンを通して豊かな生活の実現に向けて努力していきたい。

５　おわりに

　今後も、入居者様が生きる喜び・意欲・安心を得られるような生活が実現できるよう、施設だけで

はなく動物とのふれあい・地域の園児との交流を持てるような企画を組み立てていく。

　また、入居者様が作った作品を展示するブースを作り、来館のお客様に見ていただく機会を作って

いきたいと考えている。
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自分の力で

神奈川県川崎市

株式会社ニチイケアパレス

ニチイホームはるひ野Ⅱ番館

藤原　慎一朗

１　はじめに

　対象のお客様は K 様 82 歳男性、要介護度 3 のお客様である。海外赴任の仕事が主だった為、英語、

フランス語、ドイツ語がお得意である。67 歳で仕事を退職されゴルフ三昧の生活を送っていたが、脳

梗塞を発症され左半身麻痺の後遺症が残りリハビリ病院でリハビリを行い、老健で生活され平成 25 年

8 月に現ホームに入居される。

　既往歴：脳梗塞、糖尿病、尿管結石、前立腺肥大、脊柱管狭窄。

２　事例や取り組みの紹介

　入居された時よりも下肢筋力の低下がみられ、昼夜逆転されており夜間の睡眠が不十分であった為、

ラジオ体操や介護予防体操等を行う事で下肢筋力低下の抑制と日中の離床時間が増える事によって夜

間の睡眠改善に繋がると考えた。始めた当初は、参加を促しても拒否されることも多かったが、声か

けの際に「日中身体を動かす事によって夜間の睡眠に繋がるのではないか」と提案してみたところ、

ご本人様は納得され参加された。

　その他に、リビングから居室まで約 15 メートルの距離を自走して頂き、下肢筋力の向上に努めた。

　しかし、3 月中旬より目がかすむという訴えがあり４月の眼科受診にて白内障と診断され、それに伴

い趣味であった読書も出来なくなり意欲の低下が顕著に見られた。その後もラジオ体操や介護予防体

操に参加を促すも、拒否や参加をして頂いても傾眠される事が多くなり日中の活動量が低下し、食欲

も低下傾向になった。6 月中旬の往診医のムンテラより鬱症状もみられる為、ご本人様の意思を尊重し

一旦中止となる。9 月に入り食欲の低下、咽込みが顕著となり禁飲食となり、現在は入院加療中だが、

病院にてリハビリを行っている。

３　考察

　始めた当初はラジオ体操や介護予防体操の参加を拒否される事が多かったが声かけを工夫する事に

より参加して頂けたが、白内障を発症され、趣味であった読書も出来なくなってしまった事で意欲の

低下に繋がってしまい長期的に行うことができなくなってしまった。

　下肢筋力に拘らず、麻痺側の可動域訓練や自走距離を延ばす訓練等も考えるべきだった。
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４　おわりに

　今回の事例研究は白内障の発症に伴い意欲の低下、鬱症状も見られた為、ご本人様の意思を尊重し

中止となってしまったが、事例研究を通してお客様の心理状態や身体の状態をしっかり把握しておか

なければいけないと改めて感じた。今後、介護をやっていく上で良い経験になったと思う。
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講　　　　師

プロフィール

講 演 概 要

テ　ー　マ

多摩市　健康福祉部　高齢支援課長　伊藤 重夫　氏

社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員。1988年多摩市役所入庁。
福祉事務所、企画課などを経て 2012年４月から現職。
主な著書は、『介護施設と法令遵守』（編著、ぎょうせい）、『ソーシャ
ルワーク実践事例集』（共著、明石書店）など。現在、厚生労働省地
域包括ケア推進指導者養成研修企画委員、介護支援専門員研修向上
委員会ＷＧ委員。

高齢化の進む中で、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的
に提供される体制（地域包括ケアシステム）の構築が必要となって
います。行政がコ－ディネート機能を担いつつ、多摩ニュータウン
を始めとする地域の高齢化が進む集合住宅をフィールドとして、医
療、住宅、福祉等の多様な分野からアプローチが行われてきた多摩
市の取り組みを紹介します。
（多摩市の取り組みは、厚生労働省の先進的事例として公表されてい
ます。）

地域包括ケアのしくみづくり

特別講演
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公益社団法人かながわ福祉サービス振興会資料

（１）法人概要

名 称 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

法 人 の 性 格
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49

号）に規定する公益社団法人

事 務 所 横浜市中区本町２丁目１０番地 横浜大栄ビル８階

目 的

この法人は、高齢者や障害者が心身の健康を保持し、自立した日常生活を営

むことができるよう、地域福祉サービスの振興と質の向上を図るとともに、

子育て支援を推進することにより地域福祉の増進に寄与することを目的とす

る。

事 業 内 容

(1) 介護・福祉サービスに関する情報の提供

(2) 介護・福祉サービス評価の推進

(3) 介護・福祉に関する各種相談

(4) 介護・福祉人材の確保及び育成

(5) 介護・福祉に関する調査研究

(6) 指定情報公表センターの業務

(7) 指定調査機関の業務

(8) 指定市町村事務受託法人にかかる要介護認定業務

(9) 行政機関その他の関係団体との連携並びに介護・福祉の振興施策等に関

する提言

(10) 高齢者及び障害者の社会参加並びに就労支援に関すること。

(11) その他公益目的を達成するために必要な事業

設立許可年月日
平成 24年 4月 1 日（平成 9 年 3月 31日に設立した社団法人かながわ福祉サ

ービス振興会から左の期日に公益社団法人に移行）

規 模

職員数 常勤職員２８名（平成２６年４月１日現在）

収支予算額

平成９年度 ５８，０９０千円

平成１０年度 ８２，３０６千円

平成１１年度 ８３，４７６千円

平成１２年度 １０１，２３７千円

平成１３年度 １２９，９３５千円

平成１４年度 １１５，６７８千円

平成１５年度 １２２，５５７千円

平成１６年度 １１５，８０５千円

平成１７年度 １１６，８７２千円

平成１８年度 ２３３，１６０千円

平成１９年度 ２９５，８１８千円

平成２０年度 ２７４，５８０千円

平成２１年度 ２５４，１６２千円

平成２２年度 ２９４，１８６千円

平成２３年度 ３５３，４３９千円

平成２４年度 ３７０，８８９千円

平成２５年度 ３７０，６６４千円

平成２６年度 ３９４，８５９千円

会 員 数
１９５社（正会員 一般５７、県市町村３４、賛助会員１０４）

（平成２６年１０月１日現在）

会 費

入 会 金 正会員 ５万円 賛助会員 １万円 個人会員 無し

会費（年額） 正会員 １２万円 賛助会員 ６万円 個人会員 ３千円

（但し、市民参加型団体は会費を１万円に減額できる規定あり）

所 管 部 課 名 神奈川県総務局情報統計部文書課
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（２）組織体制

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会の組織図

総 会 理 事 会 事 務 局

専門委員会

地域密着型サービス外部評価審査委員会

介 護 サ ー ビ ス 評 価 委 員 会

高 齢 者 I T 利 活 用 推 進 委 員 会

介 護 サ ー ビ ス 情 報 公 表 委 員 会

常任委員会

監 事

特 定 施 設 外 部 評 価 審 査 会

介 護 サ ー ビ ス 情 報 公 表 委 員 会

特 定 施 設 等 連 絡 協 議 会

障がい者 I T 利活用推進委員会

介 護 ロ ボ ッ ト 普 及 推 進 委 員 会

喀 痰 吸 引 等 研 修 実 施 委 員 会

精神障害者訪問介護員研修企画委員会

人 材 育 成 セ ン タ ー 企 画 委 員 会

第三者委員会
福 祉 サ ー ビ ス 大 賞 実 行 委 員 会

寄 付 事 業 評 価 委 員 会

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会資料

（１）法人概要

名 称 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

法 人 の 性 格
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49

号）に規定する公益社団法人

事 務 所 横浜市中区本町２丁目１０番地 横浜大栄ビル８階

目 的

この法人は、高齢者や障害者が心身の健康を保持し、自立した日常生活を営

むことができるよう、地域福祉サービスの振興と質の向上を図るとともに、

子育て支援を推進することにより地域福祉の増進に寄与することを目的とす

る。

事 業 内 容

(1) 介護・福祉サービスに関する情報の提供

(2) 介護・福祉サービス評価の推進

(3) 介護・福祉に関する各種相談

(4) 介護・福祉人材の確保及び育成

(5) 介護・福祉に関する調査研究

(6) 指定情報公表センターの業務

(7) 指定調査機関の業務

(8) 指定市町村事務受託法人にかかる要介護認定業務

(9) 行政機関その他の関係団体との連携並びに介護・福祉の振興施策等に関

する提言

(10) 高齢者及び障害者の社会参加並びに就労支援に関すること。

(11) その他公益目的を達成するために必要な事業

設立許可年月日
平成 24年 4月 1 日（平成 9 年 3月 31日に設立した社団法人かながわ福祉サ

ービス振興会から左の期日に公益社団法人に移行）

規 模

職員数 常勤職員２８名（平成２６年４月１日現在）

収支予算額

平成９年度 ５８，０９０千円

平成１０年度 ８２，３０６千円

平成１１年度 ８３，４７６千円

平成１２年度 １０１，２３７千円

平成１３年度 １２９，９３５千円

平成１４年度 １１５，６７８千円

平成１５年度 １２２，５５７千円

平成１６年度 １１５，８０５千円

平成１７年度 １１６，８７２千円

平成１８年度 ２３３，１６０千円

平成１９年度 ２９５，８１８千円

平成２０年度 ２７４，５８０千円

平成２１年度 ２５４，１６２千円

平成２２年度 ２９４，１８６千円

平成２３年度 ３５３，４３９千円

平成２４年度 ３７０，８８９千円

平成２５年度 ３７０，６６４千円

平成２６年度 ３９４，８５９千円

会 員 数
１９５社（正会員 一般５７、県市町村３４、賛助会員１０４）

（平成２６年１０月１日現在）

会 費

入 会 金 正会員 ５万円 賛助会員 １万円 個人会員 無し

会費（年額） 正会員 １２万円 賛助会員 ６万円 個人会員 ３千円

（但し、市民参加型団体は会費を１万円に減額できる規定あり）

所 管 部 課 名 神奈川県総務局情報統計部文書課
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（３）会員一覧 
（平成２６年１０月１日現在） 

正会員（一般５７団体） 

株式会社旭クリエイト 

アサヒビール株式会社 横浜統括支社 

株式会社アルプスの杜 

株式会社伊勝 

社会福祉法人いきいき福祉会 

株式会社ウイズネット 

有限会社ウェルフィックス 

社会福祉法人合掌苑 

神奈川県生活協同組合連合会 

一般社団法人かながわ土地建物保全協会 

神奈川県農業協同組合中央会 

公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会 

神奈川ロイヤル株式会社 

神田交通株式会社 

工藤建設株式会社 

株式会社小俣組 

医療法人社団三喜会 

サンタクシー株式会社 

株式会社柴橋商会 

十全堂株式会社 

株式会社昌英 

株式会社CFSコーポレーション 

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 

生活協同組合ユーコープ 

社会福祉法人清光会 

株式会社セレモニア 

セントケア神奈川株式会社 

 

ソフィアメディ株式会社 

株式会社高千穂 

大栄電子株式会社 

株式会社ツクイ 

株式会社ティー・シー・エス 

株式会社ニチイ学館 

日興テクノス株式会社 

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 

株式会社日本ケアサプライ 神奈川営業所 

株式会社日本コンピュータコンサルタント 

株式会社ニチイケアパレス 

日本ワン･ポテト･ツー株式会社 

日総ニフティ株式会社 

株式会社ハーツエイコー 

株式会社ファミリーサービス 

一般社団法人福祉キャリアセンター 

冨士ソフト株式会社 

フランスベッド株式会社 

株式会社へいあん 

株式会社ベネッセスタイルケア 

株式会社ヘルスアンドヘルス 

株式会社ヘルスケア 

ホームネット株式会社 

株式会社北全 

株式会社丸新 

株式会社メディケアー 

株式会社ヤマシタコーポレーション 

横浜エレベータ株式会社 

株式会社横浜ハウネス 

株式会社リフレ 

 

 

正会員（県市町村３４団体） 

神奈川県 

横浜市 

川崎市 

横須賀市 

鎌倉市 

逗子市 

三浦市 

葉山町 

相模原市 

厚木市 

大和市 

海老名市 

座間市 

綾瀬市 

平塚市 

愛川町 

清川村 

藤沢市 

茅ヶ崎市 

秦野市 

大磯町 

伊勢原市 

寒川町 

二宮町 

南足柄市 

中井町 

大井町 

松田町 

山北町 

開成町 

小田原市 

箱根町 

真鶴町 

湯河原町 
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（３）会員一覧 
（平成２６年１０月１日現在） 

正会員（一般５７団体） 

株式会社旭クリエイト 

アサヒビール株式会社 横浜統括支社 

株式会社アルプスの杜 

株式会社伊勝 

社会福祉法人いきいき福祉会 

株式会社ウイズネット 

有限会社ウェルフィックス 

社会福祉法人合掌苑 

神奈川県生活協同組合連合会 

一般社団法人かながわ土地建物保全協会 

神奈川県農業協同組合中央会 

公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会 

神奈川ロイヤル株式会社 

神田交通株式会社 

工藤建設株式会社 

株式会社小俣組 

医療法人社団三喜会 

サンタクシー株式会社 

株式会社柴橋商会 

十全堂株式会社 

株式会社昌英 

株式会社CFSコーポレーション 

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 

生活協同組合ユーコープ 

社会福祉法人清光会 

株式会社セレモニア 

セントケア神奈川株式会社 

 

ソフィアメディ株式会社 

株式会社高千穂 

大栄電子株式会社 

株式会社ツクイ 

株式会社ティー・シー・エス 

株式会社ニチイ学館 

日興テクノス株式会社 

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 

株式会社日本ケアサプライ 神奈川営業所 

株式会社日本コンピュータコンサルタント 

株式会社ニチイケアパレス 

日本ワン･ポテト･ツー株式会社 

日総ニフティ株式会社 

株式会社ハーツエイコー 

株式会社ファミリーサービス 

一般社団法人福祉キャリアセンター 

冨士ソフト株式会社 

フランスベッド株式会社 

株式会社へいあん 

株式会社ベネッセスタイルケア 

株式会社ヘルスアンドヘルス 

株式会社ヘルスケア 

ホームネット株式会社 

株式会社北全 

株式会社丸新 

株式会社メディケアー 

株式会社ヤマシタコーポレーション 

横浜エレベータ株式会社 

株式会社横浜ハウネス 

株式会社リフレ 

 

 

正会員（県市町村３４団体） 

神奈川県 

横浜市 

川崎市 

横須賀市 

鎌倉市 

逗子市 

三浦市 

葉山町 

相模原市 

厚木市 

大和市 

海老名市 

座間市 

綾瀬市 

平塚市 

愛川町 

清川村 

藤沢市 

茅ヶ崎市 

秦野市 

大磯町 

伊勢原市 

寒川町 

二宮町 

南足柄市 

中井町 

大井町 

松田町 

山北町 

開成町 

小田原市 

箱根町 

真鶴町 

湯河原町 

 

 

賛助会員（１０４団体） 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

株式会社アイシマ 

社会福祉法人愛生福祉会 

有限会社あいぜん 

特定非営利活動法人アイ・ボランティア・ 

サポートセンター 

株式会社あうん 

アサヒサンクリーン株式会社 

特定非営利活動法人 あしほ 

株式会社あすか 

アズビルあんしんケアサポート株式会社 

株式会社イノベイションオブメディカル 

サービス 

エイチ・ビーアンドシー株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

有限会社エフ・イー・エヌ・トレーディング 

大塚製薬株式会社 横浜支店 

株式会社カスタムメディカル研究所 

特定非営利活動法人神奈川県介護支援専門員協会 

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 

一般社団法人神奈川県鍼灸マッサージ師会 

神奈川高齢者生活協同組合 

株式会社神奈川新聞社 

かながわ信用金庫 

一般社団法人かながわ福祉居住推進機構 

一般社団法人神奈川県商工会議所連合会 

株式会社カナミックネットワーク 

クリエーティブカミヤ株式会社 湘南営業所 

特定非営利活動法人ｸﾞﾙｰﾌﾟおおきな木 

特定非営利活動法人ｸﾞﾙｰﾌﾟたすけあい 

株式会社クローバーエイト 

株式会社ケア・ファシリティーズ 

株式会社ケアプロデュース 

   有料老人ホーム情報館 

株式会社ケアホテルマネジメント 

社会福祉法人惠伸会 

医療法人社団景翠会 

社会福祉法人研水会 

医療法人社団康心会 

特定非営利活動法人 港南たすけあい心 

サクラサービス相模株式会社 

サクラサービス株式会社 

株式会社サンフォーレ 

有限会社サンワ通商サンワヘルス 

一般社団法人Ｃ．Ｃ．Ｎet 

特定非営利活動法人市民セクターよこはま 

株式会社ジャストアメニティ 

ＪＢアドバンスト・テクノロジー株式会社 

一般財団法人シニアライフ振興財団 

株式会社湘南第一興商 

株式会社ＳＰＩＫＥＳ 

社会福祉法人聖隷福祉事業団 

セコムフォート株式会社 

瀬戸建設株式会社 

株式会社双和 

株式会社ダイイチ 

大和ハウス工業株式会社 

大和ハウスライフサポート株式会社 

株式会社高柳 

タケダ株式会社 

特定非営利活動法人たすけあい あさひ 

社会福祉法人たすけあい泉 

特定非営利活動法人たすけあい多摩 

特定非営利活動法人たすけあい・ゆりの木 

社会福祉法人たすけあいゆい 

特定非営利活動法人ＮＰＯ中小企業再生支援 

社会福祉法人つちや社会福祉会 

株式会社デベロ 

株式会社テレビ神奈川 

一般社団法人全国特定施設事業者協議会 

東京海上日動火災保険株式会社 

株式会社東急イーライフデザイン 

一般財団法人同友会 

東和医科器械株式会社 

日清医療食品株式会社横浜支店 

株式会社日本ライフデザイン 

社会福祉法人 日本医療伝道会 

株式会社ハンドベル・ケア 

有限会社ひかりケアサービス 

日立キャピタル信託株式会社 

特定非営利活動法人 

   ヒューマンライツライフビリーフ 

株式会社ひよこ 

株式会社フィルケア 

株式会社フォーラム 

特定非営利活動法人福祉センター 

株式会社フジックスハートフル 

ブルネエズ株式会社 

株式会社ホームヘルパー福祉協会 

特定非営利活動法人 ほっとハンド 

マイルド・ライフケア株式会社 

株式会社マザーライク 

株式会社ミクニ 

三井住友海上火災保険株式会社 

医療法人 芽依美会 

株式会社やさしい手 

社会福祉法人山根会 
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賛助会員（１０４団体） 

社会福祉法人 湯河原福祉会 

株式会社横浜アーチスト 

横浜エフエム放送株式会社 

株式会社ヨウコーフォレスト湘南 

公益社団法人横浜市福祉事業経営者会 

よこはま地域ネット２４ 

特定非営利活動法人楽生 

医療法人社団 亮友会  福住医院 

特定非営利活動法人ワーカーズ･コレクティブ想 

特定非営利活動法人ワーカーズわくわく 

株式会社ＹＳナーシング 
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賛助会員（１０４団体） 

社会福祉法人 湯河原福祉会 

株式会社横浜アーチスト 

横浜エフエム放送株式会社 

株式会社ヨウコーフォレスト湘南 

公益社団法人横浜市福祉事業経営者会 

よこはま地域ネット２４ 

特定非営利活動法人楽生 

医療法人社団 亮友会  福住医院 

特定非営利活動法人ワーカーズ･コレクティブ想 

特定非営利活動法人ワーカーズわくわく 

株式会社ＹＳナーシング 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会の主な事業

◇評価事業◇

介護サービス事業所の事業評価、介護

サービス評価プログラムおよび地域密

着型サービスの外部評価実施等

◇要介護認定調査事業◇

指定市町村事務受託法人として、横浜市から

要介護認定調査を受託し実施

◇指定情報公表センター◇

介護サービス情報公表制度に係る公表計画原案等の作成、

報告書の受理、審査、および公表システムの運用等

◇教育事業◇

介護サービスの管理者や従業者を対象と

し、サービスの質の向上を目的とした研

修の企画及び実施

◇指定調査機関◇

介護サービス情報公表制度に係る訪問調査

◇情報事業◇

高齢者介護、障害福祉、子育て支援の総合

情報サイトの運営や広報誌の発行等

◇よこはまシニアボランティアポイント事業◇

管理機関として、ボランティアの研修及び登録、受入施設の登録、ポイントの管理・換金等の業務を

実施

◇介護ロボット普及推進事業◇

介護人材が不足するなか、介護スタッフの負担軽減と利用者の自立支援に向けたロボットの普及推進等

◇高齢者社会参加事業◇

高齢者の社会参画及び健康・生きがいづくりを支援することを目的としたかながわシニア美術展の開

催、かながわシニアスポーツフェスタの開催、全国健康福祉祭（ねんりんピック）への選手派遣等

後援：神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会、

　　　社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、社会福祉法人川崎市社会福祉協議会、

　　　社会福祉法人相模原市社会福祉協議会、公益社団法人神奈川県社会福祉士会、

　　　公益社団法人神奈川県介護福祉士会、特定非営利活動法人神奈川県介護支援専門員協会、

　　　特定非営利活動法人神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会、

　　　特定非営利活動法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク、

　　　特定非営利活動法人神奈川県障害者地域作業所連絡協議会、

　　　公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会、

　　　一般社団法人かながわ福祉居住推進機構、神奈川新聞社、

協賛：株式会社アリス、　　　　　　　　　　　　 、　　　　 、

　　　株式会社日本コンピュータコンサルタント

後援・各種協賛一覧
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公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 会員募集のご案内

～～～～～～～～～～ 福祉社会のあらたな地平に向かって ～～～～～～～～～～

私共 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会は、行政と民間企業・NPO が連携協働で「高

福祉社会」を実現することを目的として平成９年に設立されました。

少子高齢化がますます進み様々なことが危惧される中、福祉サービスの充実は社会的な課題の

一つです。

当会ではそのサービスを受ける側はもちろん、サービスを提供する側にとっても充実した環境

を実現すべく、様々な事業や提言を行ってまいりました。人々が安心して暮らすことのできる社

会づくりの一助となることは、私共の願いです。

神奈川県および県内の全市町村の自治体会員をはじめ現在約２００の法人等会員の皆様のご支

援、ご協力を賜りながらこれからもより広く、より活発な事業を展開してまいります。

当会事業へのご理解とご賛同を賜り、入会のご検討をいただきたくご案内申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

★ 当会の趣旨に賛同される法人･団体であれば、どなたでも会員になることが出来ます。

★ 会員の皆様には各種会員割引制度があります。

＊ 当会実施の各種セミナー・フォーラムの参加費の割引

【２６年度セミナー・フォーラム全約１４０講座】

当会主催のセミナー・フォーラムにおいて、優先申込や割引が適用されます。

＊ 利用者満足度評価、特定施設外部評価 受審料の割引

当会会員について

会費について

入会手続きについて

会員種別 入会金 年会費 会費納入方法

法人正会員 ５万円 １２万円 一括または２回分割

法人賛助会員 1万円
６万円

（市民団体は 1万円）

一括または２回分割

（市民団体は一括のみ）

個人会員 な し ３,０００円 一 括

※ 入会申込書に必要事項をご記入の上、法人の場合は次の書類を添付し、事務局にご提出下さい。

・法人等の概要、定款、登記簿謄本(市民団体は事業計画等)

・法人発行の案内書、パンフレット、会報等

※ 入会申込書は、ホームページ（http://www.kanafuku.jp/）から入手可能です。

または、事務局までご連絡いただければ、郵送いたします。
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機 能 訓 練
ツ ク イ の デ イ サ ー ビ ス

機能訓練によって、いつまでも足腰をつよく
保っておくことが健康長寿の重要な要素と
されています。

機能訓練によって、いつまでも足腰をつよく
保っておくことが健康長寿の重要な要素と
されています。

ツクイでは、楽しく継続できる方法で
お客様の健康維持増進を支援しています。
ツクイでは、楽しく継続できる方法で
お客様の健康維持増進を支援しています。

▼▼
高齢による衰弱や骨折・転倒は、筋トレや運動
で筋肉をつけることで予防することができる
と考えられています。

高齢による衰弱や骨折・転倒は、筋トレや運動
で筋肉をつけることで予防することができる
と考えられています。

介護が必要になった主な原因
出典／厚生労働省「要介護等の状況」(平成22年度版)

脳血管疾患
22%

脳血管疾患
22%

認知症
15%
認知症
15%

その他
24%
その他
24%

関節疾患
11%
関節疾患
11%

心疾患 4%心疾患 4%

高齢による
衰弱 10%

骨折・転倒
10%

どこでも・誰でもでき、科学的根拠に基づく
個別プログラムを実施しています。

科学的根拠

プログラムは週3程度の実施で、個別にプログラムを作成します。
簡単な筋トレなのでご家庭でも手軽に実施いただけます。
続けることで身体状況・体力などに変化が出てきます。
運動の前後に体力テストによる効果判定を行います

●体力年齢の向上　●生活機能の向上
●精神健康度の向上 などの効果が期待できます。

ツクイ横浜三保

☎045-929-2207  FAX045-929-2209
〒226-0025 横浜市緑区三保町3016-6
ホームページもご覧ください→http://www.tsukui.net

営業時間 8:30～１７：３０ 365日年中無休

ツクイ 検 索

窓 口



発行・お問い合わせ

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
かながわ福祉サービス大賞 実行委員会
〒231-0005 横浜市中区本町2 丁目10 番地 横浜大栄ビル8 階
TEL.045-671-0294 FAX.045-671-0295
HP: http://www.kanafuku.jp/


