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NO. 法人名 氏名 ページ番号 

１ 株式会社笑顔いちばん 上床 剛弘 １ 

２ 株式会社笑顔いちばん 山口 紘樹 ２ 

３ 社会福祉法人櫟会 渡邊 和高 ４ 

４ 社会福祉法人貞徳会 五藤 陽子 ６ 

５ 株式会社ライフサポート 部田 仁司 ７ 

 



    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 株式会社 笑顔いちばん 氏名 上床剛弘 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

目指せ！！稼働率 85％！！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞現状は稼働率 82～83％を行ったり来たりでなかなか 85％にたどり着か

ない。 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞４月までに稼働率 85％を超える！！ 

実施内容 

（または実践計画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

＞空き枠の把握 

週１回のミーティングにてスタッフが現状を知る為に空き枠の情報共有をす

る。新規獲得も大事だが既存のご利用者様の利用回数をどうしたら増やして

いけるか話し合う。ターゲットを絞っていき自分だけでなく機能訓練員から

と介護スタッフ・看護師からの声掛けを増やしていく。 

 

お休みを減らす 

お休みの理由をちゃんと把握して、振替利用が可能な方には声掛けを徹底す

る。特に私用・病院受診の方は振替利用の可能性は高いので、そこのチャン

スを逃さない様にする。 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

＞１１月からミーティングにて話し合って行動に移した結果、既存のご利用

者様２名が利用回数増に繋がった。特に機能訓練員からの声掛けは影響も大

きかった。 

寒くなってきて体調不良のお休みが増えているのが現状で、いかに振替利用

に繋げていくかが課題です。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 株式会社笑顔いちばん 氏名 山口 紘樹 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

ブランド強化 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞グループホームの入居者様の高齢化が進み、思うように個別支援の内容

が進んでいない。 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞自社独自の強みを創る。 

自社の強み：以前は柔道整復師がおり、グループホームで機能訓練を特化

させていたが、現在不在の為、新たな強みを作る必要があり、現在検討中。

スタッフと話し合った中では、できる事が当たり前にできるのが自社の強

みになっていくのではないかと話が多く上がっている。 

実施内容 

（または実践計

画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

・入居者様のできる事、したいことを前月に再度アセスメントをしたこと

により、したい、できるを強化し、家庭の延長での役割を明確化する。（実

践中）ただ、外出等の支援はコロナウイルスの影響で思うように行えてお

らず、代替え案等を話し合っている。 

明確化し実践することで、ケアマネージャー様への営業ツールとして使用

し、自社の強みを再度認識、ブランド化していく。（実践計画） 

 5-3-1 の法則に当てはめた際に、まだまだ問い合わせからの見学に至る

状況の中で、空きがないから問い合わせで終わってしまっている事が多い

為、見学に繋げていく。 

R2.4 月～R2.11 月までの状況は 

問い合わせ 38 件、見学 13 件（34％）、契約者数 3 件（23％）、辞退 1

件（33％）  入居率 

営業の面ではいかに待機者を作り、空きが出た際に契約に繋げていくかが

課題です。 

見学に見えた際は、施設の雰囲気を見て頂くために、あいさつなど、基本的

なスタッフの接遇面での対策を行っていく。 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

1 か月での成果はいまだ出ていませんが、個別支援等の実践により、入居

者様の笑顔、ご家族様の安心感が増えた。写真を見せ、現状報告した際のご

家族様の安心感が非常に増えたことが現在の成果。 

ケアマネージャー様への営業では、まだまだ周知が出来ておらず、長期間での実践、報告、

営業とルーティン化して、自社のブランド力を上げていく。 

スタッフの接遇面については、あいさつからという面ではできているスタッフが多かった

為、更にフロアの雰囲気をさらに良くするためにどうしていくかの話し合いが必要である課

題が浮上した。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 特別養護老人ホームくぬぎ苑 氏名 渡邊 和高 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

安定稼働率を目指すために 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞現状、長期利用者が 12,3 名。残りを短期利用者で稼働しているが、平

日の空床が目立ってしまい、上手く稼働率が上がらない状態。その為、稼働

率を上げる為にどうするか話し合いを行っていた。 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞稼働率を年間 91%平均維持へ持っていく。 

実施内容 

（または実践計画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

＞施設長と話し合いをし、稼働率向上及び現在の短期利用者(定期利用)数を

確認し、長期利用枠を 1～2 名増やし、全体として 14、5 名へ上げる事と

なる。 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

＞特養の空床発生もあり、現在、調整中だが、今月下旬までには 14 名(20

名中)が長期利用者で稼働していく事になる。(もう 1 名は現在来年 3 月ま

では短期利用者枠で長期利用者を受け入れ出来ない為、4 月以降で調整予

定)。また、そうなっても短期利用者枠で空床が発生する平日を埋める為、

現在、他事業所へ声を掛けているが、中々埋まっていない。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 
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    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 社会福祉法人 貞徳会 氏名       五藤陽子 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

気付きを大切にしよう。 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞R１年度平均稼働率 98.8％、R2.11 末現在平均稼働率 98.3％ 

 現在の安定した稼働率を維持する為にスタッフの意識統一を図りたい。 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞・入居者の体調変化(バイタルの数値が普段と違う。排尿量が少ない・排便

間隔が長すぎる。むせ込みや痰がらみが多くなった。服薬内容が変更になり

いつもと様子が違う等)に気付き、協力病院と連携しながら早期対応できるよ

うにする。 

実施内容 

（または実践計画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

＞・直近での入院は、肺炎や尿路感染症によるものなのでそれらの症状をリ

ストアップする。 

・入居者様の体調の変化や行動の変化等普段と違った気付きは記録に残し、

引き継ぎをしっかり行うようにする。又、特に変化がなかった場合も 1 日 1

回は何かしらご本人の様子を記録に残す。 

・出勤した際は事業日誌やユニットノートに目を通すように習慣づける。 

・嘱託医に入居者の状況が的確に上申できるように情報収集し、記載した内

容の再確認を行う。 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

＞・記録の入力,事業日誌やユニットノートを見る習慣については、職員によ

ってばらつきがみられた。重要事項については、マーカーで囲む等見落とし

のないようにしたり、ユニットノートをチェックした際には、個人の名前を

入れてもらうようにした。 

・入居者の状態報告については、いつから？どんなふうに？発熱は？食事は？

排尿、排便は？等情報を細かくチエックし、バイタルサインに加え、上申す

る内容がきちんと伝わるかスタッフ同士確認するようにした。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 株式会社ライフサポート 氏名 部田仁司 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

稼働率アップについて話し合おう 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

デイサービスの月間定員の 90％の受け入れを目標としているが、達成す

るために新規利用者獲得に注力していた。受講後、内から外と学んだこと

もあり、欠席者について見直してみようと思った。 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

・欠席理由から、『防げるキャンセル』を明確にする。 

・『防げるキャンセル』の対策案を考え、実践してみる。 

実施内容 

（または実践計画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

話し合いは、まず主任スタッフと実施。 

①講義で学んだことを共有する。 

②過去１年程度の稼働率について振り返る。 

③過去の欠席理由をまとめ、『防げるキャンセル』と『防げないキャンセル』

に仕分ける。 

④『防げるキャンセル』について、受け入れるため、または、利用回数を減

らさないためにどうしたらよかったのかを対策案を話し合う。 

⑤対策案を試みる。 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

①スタッフも興味深く聞いてくれていた。 

②稼働率は、90％を少し下回る程度。春から夏くらいまでは稼働率がよい

が、秋頃から欠席者が増える傾向にある。 

③欠席数の数％は、『防げるキャンセル』が見つかった。 

④欠席を受けたスタッフによっては、咄嗟に利用を促すことまで言えない

といった声もあることが分かった。 

⑤対策案を試みるまではできていません。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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