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情報共有シート 
NO. 法人名 氏名 ページ番号 

１ 株式会社 あうん 福岡 真理子  １ 

２ 社会福祉法人あかね 坂根 孝之 ３ 

３ 社会福祉法人あかね 下堂 和美 ４ 

４ 社会福祉法人あかね 中村 剛 ７ 

５ 社会福祉法人あかね 花崎 宜貴 ９ 

６ 社会福祉法人あかね 森本 真司 １２ 

７ 社会福祉法人あけぼの会 高橋 啓太  １４ 

８ 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 佐藤 久伸  １６ 

９ 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 今井 育代 １７ 

１０ 社会福祉法人永寿荘 濁川 陽太 １９ 

１１ 有限会社エイミ 戸矢 政江  ２０ 

１２ Ｅｖｅｒ onward 合同会社 森谷 和義 ２１ 

１３ 株式会社エルダーテイメント・ジャパン 布津 優子  ２３ 

１４ 社会福祉法人江寿会 萩元 俊 ２４ 

１５ 株式会社創心會 藤田 聖也 ２６ 

１６ 株式会社創心會 本多 功実 ２８ 

１７ 社会福祉法人貞徳会 林 孝真 ２９ 

１８ 社会医療法人博愛会 外山 史教  ３０ 

１９ 社会医療法人博愛会 高橋 俊明  ３２ 

２０ 社会医療法人博愛会 中野 聖 ３３ 

２１ 社会医療法人博愛会 安田 亜里  ３４ 

 



    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 あうん介護センター 氏名 福岡真理子 

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！ 

職員みんなをもっと知ってもっと好きになる！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

あり方チェックリストを見ていていかに自分が職員とコミュニケーションが少ないかを感

じたため（ケアマネがデイを信頼できなかったのもコミュニケーション不足が原因の一つだ

ったこともありそこから考える） 

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。 

毎日一人一人と必ずコミュニケーションをとる 

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！ 

１．「あり方」チェックリストの項目全てに照らし合わせて自分の動きを見

なおす。（ノートにチェックリスト項目を書き写し毎朝確認し日々の業務の

中でチェックリスト項目を意識し過ごす） 

２．できていると思っていたことが以外にもできていないことに気づく。 

３．できていないことに対しての取り組みを考える。 

(自分に対しての取り組み、職員に対しての取り組みを考え 1 つを選ぶ) 

・常にプラスメッセージを発信している。△職員に対して何かしらプラス

の言葉を返すように意識する。 

・マイナスメッセージを封印している。△（自分が意識する） 

・なんでも自責でかんがえることができる △（自分が意識する） 

・「答えは１つではないこと」を意識している。△他の意見も確認しみんな

で話合うようにする 

・自分の考えは何度も伝えている。△（自分が意識する） 

・仕事をかかえこまない△自分の仕事をリストアップしみんなで仕事の分

担を考える（実践計画中→次回の会議で提案） 

・定時で帰る日と残る日のメリハリをつけて仕事をしている△(自分が意識

する)手帳に定時帰宅日を記入する 
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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 

「常にプラスメッセージを発信している」という取り組みを１つ選びまし

た。 

職員からの相談に対してもまずは必ずねぎらう、ほめる言葉を入れること

を意識。 

→まわりのスタッフにどのような影響を与えたのか・・・はまだ結果が出せ

ていないが自分の中での変化はあります。プラスメッセージの発信をし続

けることで自分の思考がプラスになり、職員の頑張りを認められ、職員と

のコミュニケーションの機会が増えてきているのを感じています。コミュ

ニケーションが増えることで相手のことが良く見えてきています。 

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 

特になし 
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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 社会福祉法人あかね 氏名 坂根 孝之 

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） 

規律を守りいい施設をつくる。 

実践のきっかけ 

小さな規律の乱れから、情報共有の抜けが目立ったこと。 

目標 

情報共有を円滑にすることで施設内で起こる問題点について早く察知し解

決させる。 

実施内容 

（または実践計画） 

１．施設全体で各担当の一括グループラインを作成し問題点、解決にむけ

ての情報共有を行う(9 月 1 日から開始)⇒エリア統括が実施 

①あいさつ②言葉遣い③整理整頓(エリアごとに担当あり) 

2．エリア統括主導から施設内管理職主導へ。施設内のことは施設内で解決

する。 

実践の結果 

１．施設管理職より上の立場である、エリア統括が主導し、施設で起こる問

題や解決しなければならない事案を大きさ関係なくスピード感をもって解

決していっていただくことで、1 か月間で施設全体の雰囲気も明るくなり

規律を守らせることで情報がスムーズに流れるようになった。 

２．統括から主導を施設内管理職に移したが、スムーズ情報共有、施設づく

りを施設主体で行えている。引き続き継続していく。 

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 社会福祉法人あかね ロータス・ガーデン 氏名 中村 剛 

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！ 

自分を見つめて・・・・ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞前回の講義を受けて 

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。 

＞仕事を抱え込まない、定時で帰る日残って仕事をする日メリハリつける 

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！ 

・管理職あり方チェックシートを使用し現状を把握 

【結果】 

・仕事抱え込み過ぎ 

・帰る時間が遅い傾向がある など・・ 

 

・仕事抱え込み過ぎ 

自分がどれだけ仕事を抱えているか書き出す(済) 

スタッフへ共有し業務を依頼（継続中） 

依頼した業務の報・連・相の確認（継続中） 

・帰る時間が遅い傾向がある 

定時で帰る日と残って仕事する日を明確にする（手帳に明記） 

申し送り時に定時で帰ると宣言！を行う（実践中） 

業務の優先順位を付けて仕事をする。（実践中） 

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！ 

自分がどれだけ仕事を抱えているか書き出す(済)→ 

どれだけ仕事を抱えているか改めて把握することができた。 

他のスタッフへ依頼できる業務も多く、少しずつであるが余裕をもって仕事

ができつつある。 

・帰る時間が遅い傾向がある→ 

上記の項目の精度が上がると、メリハリが出やすくなる 

気持ち、時間の余裕が出て業務改善や業績へ注力したい。 
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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 

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 社会福祉法人 あかね 銀の櫂 氏名 花崎 宜貴 

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！ 

思い込みを打破。思考を細分化する 

実

践

の

き

っ

か

け 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞チェックシートでの振り返り 

「行動」 

  ・プラスメッセージ 〇   ・マイナスメッセージ封印 〇 

  ・自責 △         ・不機嫌にならない △ 

  ・所在不明にならない 〇  ・横柄な態度とらない 〇 

 「コミュニケーション」 

  ・相手のために叱る 〇   ・「考えは一つでない」 〇 

  ・目的を添える  〇    ・自分の考えを何度も伝える △ 

 「業務方法」 

  ・仕事を抱え込まない △ 

 ・メリハリ（定時、残業） △ 

  ・お客様に「人」として接する。 〇 

 

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。 

＞ 「業務方法」 

  「仕事を抱えこまない」を改善 
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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

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！ 

 

＞「仕事を抱えこまない」を改善する 

 

①思考ノートを活用して、「なぜできないのか？」を認識する。 

 ※思考ノートは添付参照 

②サイボウズでのスケジュール管理「PDCA」を細かく設定。 
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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！ 

＞ 

スケジュール管理を細かくする 

→スタッフとの会話が増える 

→スタッフを意識していると「スタッフから」感じてもらえる 

→全体を見ることができる（俯瞰してみる） 

→任せる→スタッフが成長  

→手があく →他の試みを思考する時間ができる。 

→業務改善、業績に集中することができる。 

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 社会福祉法人あかね 

デイサービスリゾート杣緑 

氏名 
森本真司 

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！ 

１ on 1 から One for all  All for one 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞社員だけで行っていた追加呼び込みをパートスタッフにも協力願う。 

 管理職と一般職やパートスタッフのコミュニケーション増加。 

 デイサービスの 1 日の流れがマンネリ化してきている。 

 マイナスイメージを封印できていない。 

 優先順位の付け方 

 適材適所 長所を活かす 

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。 

＞社員からパートスタッフまで実績に目を向け、イベント等の紹介ができる 

月に最低 1回スタッフ1人と 15分～30分ミーティングの時間をつくる 

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！ 

＞ 

①デイの戦略ミーティング実施  月 1 回～  

・現在利用中の利用者の増回 

・体験 week 実施 

・新規利用者へのアプローチ 

・ナイトサービス定期利用者獲得   

毎月追加で 200 名近く呼び込みを実施しており、労力を軽減したい。 

②パートスタッフ参加のデイリニューアルミーティング実施 

・1 日のスケジュール見直し  

入浴時間、レクリエーション、リラクゼーションなど 

③各スタッフとの話し合いの場づくり   

・１ on 1ミーティングの実施 （実施中） 

 スタッフ一人一人の意見を聞くことで、そのスタッフが感じている事や 

普段考えている事を把握する。まずはテーマを設けず話したいこと、聞いて

欲しいことを話してもらい、傾聴するところからスタートする。のちに業務

改善や実績の話ができるように。 
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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増回 7 名 計 40 名  

 10 月ナイト定期 3名獲得 

 新規利用者から友人紹介あり。 

②現在進行中。 

 

③現在実施中。自分を知ってもらうことで相手を信頼することができ、いろ

いろと相談してくれる機会が増えた。日頃から話しかけやすい雰囲気づくり

を今後も実践していく。 

 

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 社会福祉法人あけぼの会 氏名 高橋 啓太 

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！ 

チームで結果を出す！「目的地と現在地」 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞「あり方」チェックリストを行ない「自責」の部分が足りないと感じた為。 

具体的には、新事業の管理者を任せられたが、人の力に頼る気持ちがあり 

自分の責任として結果を出す気持ちが足りず、９月稼働目標達成できず。 

チームで結果を出す為に、まずは目的地と現在地を確認しようと思ったこ 

とがきっかけ。 

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。 

＞１人でも多くの利用者さんの夢を実現する為に、「目的地と現在地」を確

認、対策を行いながら、10 月稼働目標 40.5％を達成する 

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！ 

＞①毎月の稼働目標をスタッフの見える位置に貼る。 

②今月の稼働目標を達成する為に表を使って分かりやすく周知する。 
  ・現在の登録者数での稼働率見込み 

・目標を達成する為にあと何人受け入れる必要があるのか 
・キャンセルは何件までなら問題ないのか 

③上記のツールをもとに稼働率を達成する為の方法を伝え、達成の意識を持  
 ってもらう。 
→ツールから月初の時点で見込みが目標に届かないと分かった為、あと 

○名の登録が必要と伝え、予定している見学体験者の対応を大事にする 
こと、ＣＭへの営業を行なっていくことを共有した。 

④毎日その日時点での稼働率をスタッフの見える位置に掲示する。 
⑤新事業で結果を出す為には、まずは知ってもらうことが大事。相談員が 
居宅周りに専念できる環境を作る。「ウチは管理者、ソトは相談員」と役 
割分担し、居宅周り以外はできる限りさせない。 

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！ 

＞・結果、今月の稼働目標 40.5％を達成見込み。法人で立てている目標を 
上回ることができた。 

・「目的地と現在地」をチームで共有し続けることで、スタッフに稼働目標の 
達成の意識をもってもらうことが出来た。 

・「ウチは管理者、ソトは相談員」と役割分担し、相談員に居宅周りに専念
してもらう環境を作ることで、10 月だけで１０名の紹介があった。 

・紹介があった 10 名のうち、見学体験者１０名/９名が新規登録に繋がっ
た。 

・何より、自分自身、毎日数字を追っていくことによって、自分の責任で、
目標を達成するという意識、達成する為の方法を考えることが出来るよう
になった。 

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 ＞稼働状況、目標ツール 

 資料② ＞ 
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２２日中 12 日経過　１日目標28.1名に対し　8.1 -15.2

コマ数 紹介・理由 中止・休止 コマ数 理由

見込み 実績 見込みと実績差 キャンセル残り 目標(日)差 実績累計 目標残り 稼働率 実績

○○様(追加) 1

○○様(新規) 4

○○様(追加) 1

○○様(新規) 1

○○様(新規) 1

○○様(新規) 1

○○様(新規) 1

○○様(新規) 1

○○様(新規) 1(隔週) 

○○様(新規) 2

○○様(新規) 1

○○様(新規) 1

○○様(新規) 2

○○様(新規) 2

○○様(新規) 1

合計 177.0 82.0 -2.0 -1.2 -15.2 1335.0 2585.4 #REF! 11.7143 20 0

MAX 440.0 40.2%

目標 178.2 36.20%

休める (1.2)

登録ベース 10％見込み キャンセル

キャンセル率 0% 10.0% 2.4%

見込み合計 177.00 93.00 93.00

見込み休み 0.00 9.30 2.21

残り見込み 177.00 83.70 90.79

月末見込み 177.0 165.7 172.8

月末稼働率 40.2% 37.7% 39.3%

MAX見込み

見込み

31

82 96.2 18.6%30 11 0.0

82 96.2 19.5%29 6 0.0

82 96.2 20.5%28 7 0.0

82 96.2 21.6%27 5 0.0

82 96.2 22.8%26 14 0.0

25 0

24 0

82 96.2 24.1%23 12 0

82 96.2 25.6%22 6 0.0

82 96.2 27.3%21 5 0.0

82 96.2 29.3%20 5 0.0

82 96.2 31.5%19 15 0.0

18 7

17 0

82 96.2 34.2% 10 7 316 10 10 0 0 1.9

72 106.2 32.7% 4 2 215 4 4 0 0.0 -4.1

68 110.2 34.0% 5 5 014 5 5 0 0.0 -3.1

63 115.2 35.0% 6 0 613 6 6 0 0.0 -2.1

57 121.2 35.6% 12 6 612 13 12 -1 (1.0) 3.9

11 0

10 0

45 133.2 32.1% 9 7 29 9 9 0 0 0.9

36 142.2 30.0% 4 2 28 4 4 0 0.0 -4.1

32 146.2 32.0% 6 6 07 6 6 0 0.0 -2.1

26 152.2 32.5% 4 0 46 4 4 0 0.0 -4.1

22 156.2 36.7% 12 7 55 12 12 0 0.0 3.9

4 0

3 0

10 168.2 25.0% 8 5 32 8 8 0 0.0 -0.1

2 176.2 10.0% 2 2 01 3 2 -1 (0.2) -6.1

令和２年度リハ空間横手利用人数見込み一覧(年間％、名、１０月40.5％、１７８．２名)
令和2年10月16日現在　

稼動状況（見込み、実績）
新規・追加 午前 午後
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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 安曇野市社会福祉協議

会デイサービスセンター三郷 

氏名 佐藤 久伸 

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！ 

職員育成見直し 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞新人職員や異動で来られた職員に対して育成が徹底出来ていない 

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。 

＞誰が見てもわかりやすく業務に影響ないようなマニュアルの見直し 

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！ 

＞ 

１ 文字だけのマニュアルではなく、介助の仕方等の写真を取り入れ分か

りやすいマニュアルに変えていく。 

 

2 育成のチェックリストの作成。 

  ※以前チェックリスト作成の話が係長会であったようだが、頓挫して

おり出来ていない。 

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 係長とマニュアル作成をどんな感じにするのか検討中。 

 

2 他施設のチェックリストを参考に早急にチェックリスト作成を行なう。 

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 安曇野市社協デイサービスセンター穂

高

氏名 今井 育代

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！

一日一回笑顔で声掛け

実践のきっかけ

Point! まずは、現状を分析しましょう。

＞積極的に職員と話をする機会を作ってこなかったためそれぞれの思いを

把握できていない。自身のパーソナルスペースを狭くして積極的に対話す

ることで職員との距離も縮まり信頼関係も増すことでコミュニケーション

がとりやすくなり利用者サービスにもプラスにつながると考えた

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。

＞１日１分職員一人一人とコミュニケーションをとる

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！

＞①朝夕ミーティングの締めの手拍子で笑顔づくり

②送迎時・入浴時・休憩の時間など一対一になれるタイミングで

必ず会話（体調や仕事のこと人間関係そのほかなんでも）して

いろいろな情報を引き出していく

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ミーティングの後に手拍子を入れることで、一日が笑顔で始まり笑顔

で終わるようになった

②以前は関わり方も受け身で話しかけてきてくれるのを待っていた

ため、仕事に対する思いなども把握することができていなかったが

こちらから話しかけていくことにより、少しづつ信頼関係が築けて

きて職員の利用者さんや仕事に対する思いを理解できるようになった

と同時にこちらの思いも伝えやすくなってきた
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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

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 社会福祉法人 永寿荘 氏名 濁川陽太 

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） 

笑顔と承認で明るい雰囲気と生産性アップを目指して❗ 

 

実践のきっかけ 

より良いユニット運営の為に必要だと感じた為。また個人ではなくチーム 

として働く上で必要不可欠だと思った。 

目標 

1， 自分からスタッフに話しかける。 

2， 自分ではなく相手の話を聞く、相手の関心に関心を持つ。 

3， 忙しい雰囲気を出さない、ゆっくりと余裕を持つ。 

実施内容 

（または実践計画） 

１．部下に対して先に自分から話しかける。 

 

２．会話の際にすぐ結論を言いたくなるが、聞き役に徹する。 

  聞く際はリアクションを大きく取り、相手の意見に同調している事と 

  関心を持っている事を相手に伝える。 

  相手の外見やこだわりを探り、相手が何に興味や関心があるのかを 

  見抜く。 

 

３，歩くスピードを意識的にゆっくりする。話すスピードも同様。           

実践の結果 

・会話する機会が増え、コミニュケーションが取りやすくなった。 

 

・相手からの報告や相談が増えた。こちらからではなく向こうから提案 

してくる事や報告が多くなった。②を実践する事により相手は自分の意見

や考えを認めてくれると感じたのだと思う。結果として向こうからの提案

が多くなったり、こちら側の意見も通りやすくなった。 

指示や頼み事もすんなり聞いてくれる事が多くなったと感じる。 

 

・③を行った結果としては、相手というより自分自身に気持ちの余裕が生

まれたと感じた。 
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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 有限会社エイミ 氏名 戸矢 政江 

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！ 

自分の意識を変えることで、スタッフが変わる。 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞ 1 日の業務を正社員 2 名・パート 1 名・看護師 1 名で行っているが、パ

ート・看護師は日々変わり、日々してほしい事を誰が見ても分かるようになっ

ていないため、誰がどのタイミングで行えばよいか分からない。指示もしない

で自分で行った方がよいと思ってしまっている。誰が見ても分かるようにな

り、仕事を抱え込まなくても進んで行ってもらえれば、事務作業の時間を増や

せるし、利用者様もスタッフも日々良い環境で過ごす事ができると思った。 

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。 

＞周囲のスタッフに役割を与え、利用者様・スタッフが過ごしやすい環境にな

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！ 

＞①自分自身が持つ考え方や感情などのパターンを理解する。(自己覚知) 

  ・日頃から自分の感情を書き出し、それらを落ち着いてから振り返る。 

  ・必ず感謝の気持ちを表す。 

 ②一日の業務の流れの再作成。 

 ③日々行ってほしい事リストの作成。 

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実施中 

自分のタイミングと他人のタイミングは違う事が分かり、自分のタイミ

ングの指示を出さずに少し様子観察ができるようになってきている。進

んで行ってもらった時には「ありがとうございます。」と感謝できている。 

 ②実施中 

  今まで行っていた流れの詳細化だった事もあり、再度の確認ともなりスム

ーズに導入でき実行できている。 

 ③実施中 

さらに細かい事リストのため、申し送りなどで内容を記入したが、忘れ

てしまったり、「自分はここまでできていなかった」と言うスタッフも多

かった。リストを作成した事で、全スタッフ同じ対応ができると感じた。

②③共に新人指導にも役に立つと感じたが、ずっと活用していかなけれ

ば目標が達成できない。 

 

20



    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 Ever onward 合同会社 氏名 森谷 和義 

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） 

仕事内容をもう一度見える化しよう 

実践のきっかけ 

申し送りや情報共有はもちろん当たり前に行ってはいるが、 

利用者様の情報が更新または、どんどん積み重なっていき新人さんも増えている状況で把握

している職員個々によって仕事内容に差が生まれている。その差をなくしたい。 

 

目標 

 

整理しマニュアル化しただけではあまり意味がないので、今現在の利用者様のアセスメント

を取り直しモニタリング結果を個々のカルテに作成、見える化し仕事の効率化と利用者様の

満足度に繋げる 

 

実施内容 

（または実践計

画） 

 

① 分厚く膨れ上がった利用者様の情報ファイルを 

利用者様個々の一枚の簡素だが特化したカルテに集約。 

② 職員は利用者様の昨日の出来事と今日行う事を把握 

簡素化する事により効率化の実行。 

③ また職員は大まかな利用者様への担当者を決定、 

職員の負担を減らす目的とヒューマンエラーの軽減 

④ 職員担当者は利用者様のアセスメントや記録をカルテに記入 

その後管理者が分かりやすく見える化し直し、明日の担当者に繋げる。 

⑤ 翌日どの職員担当者に代わっても現状の把握が容易になる 
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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 

 

実践途中なので劇的な変化とまでは至りませんが、職員さんには好評をもらっています。 

その理由はまずシンプルで何よりわかりやすくなった事。 

昨日、今日、明日への目的、目標が明確に書かれ引き継いである事などです。 

しかし利用者様の満足度へ繋げるには工夫が足りないようです。 

やって当たり前の事をただ効率化しただけなので。 

これからは利用者様にとってきめ細やかなサービスに繋げていきたい 

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 

法人名 (株)エルダーテイメント・ジャパン 氏名 布津 優子 

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） 

サービス向上委員会 

実践のきっかけ 

介護経験のないスタッフの入社が続いていて、OJT の介護リーダーの負担が大きく、 

マニュアルも量が多く内容の見直しが必要になってきている 

現状の稼働率を維持・向上するためにもサービスの質を維持・向上していく必要があるため 

目標 OJT スタッフの負担を軽減、スタッフ全員のサービスの質の向上 

実施内容 

（または実践計画） 

①月に 1 回の全体会議の後に、30 分程度のレクチャーを実施する 

※日々の業務に必要な基本的なところのみ（認知症、大腿骨骨折後の禁忌、接遇マナー、透

析、嚥下など） 

9 月相談員による認知症についてのレクチャーを実施 

10 月は機能訓練士により、大腿骨頸部骨折、術後の運動に関して、禁忌の動きや注意事項

などレクチャーを実施予定。 

10 月～11 月にかけて介護リーダーによる接遇マナー研修を予定 

②介護技術の動画撮影 

※日々の業務に必要な介助のみ 

※送迎車への移乗、車いす→いすへの移乗、片麻痺の方の歩行介助、トイレ、入浴 

※施設の送迎車、トイレ、浴室を使用する 

※動画撮影は 10 月に必要箇所をピックアップして 11 月～12 月に撮影予定 

実践の結果 

・9 月に認知症のレクチャーを実施。実際に帰宅願望のある方が何人かおり、その中の 1 名

が離設してしまったという事例もあったため、認知症の中核症状と周辺症状についてワーク

を入れて実施。内容は介護経験のないスタッフ向けだが、経験の長いスタッフも一緒に考え

てお互いの意見を聞く機会にもなり、良かった。 

帰宅願望がある方がなぜ利用しているのか、どのように支援していくかスタッフで共有でき

た。 

貼付資料 
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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 社会福祉法人江寿会 氏名 萩元 俊 

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！ 

入浴シュミュレーション変更と業務改善 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

⇒前回の振り返りとして、入浴に関して利用者様の希望が多く、一定の評価

を頂いているが、利用者様の希望や要望もあるため改善が必要 

⇒入浴シュミュレーションを改善し、午前・午後入浴にすることで、デイフ

ロア内の強化や利用者様の満足度、安全面を配慮できるため改良へ 

⇒職員が増えてきたことにより、再度、働き方や業務の見える化と業務効率

改善のための ICT 化（介護パレッド導入、ペーパーレス化）が必要 

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。 

・シュミュレーションを抜本的に改善し、利用者様の入浴時間を延長する。 

・スタッフの休憩時間を変更でき、排泄時間を安全に行うことができる。 

・フロア内にリーダー業務者を増設し、フロアの見守り強化する。 

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！ 

⇒シュミュレーションを変更し、勤務時間ごとに業務を見える化⇒実施済み 

⇒入浴スタッフに周知し、休憩時間をずらして 11:00→11:30 まで業務 

（以前 11:00 で 2 名休憩していたが 11:30 まで入浴スタッフ最低 5 名で

業務。それにより排泄業務 4 人以上で実施可能）⇒現在進行中 

⇒午後入浴実施人数設定を 41 名として、利用人数で午後入浴実施へ 

⇒シュミュレーション内に、リーダー業務者を配置。ノート業務とデイフロ

ア内の排泄、リハビリ、ノート業務をフォローする。 

 

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！ 

⇒成果として、スタッフには、10 月 13 日から 1 週間かけて周知実施中 

⇒入浴システム変更はスタッフも前向きな姿勢を示しており、午後浴数施し、 

利用者様の反応も良く、いい意見が多かった。 

⇒今後も、PDCA サイクルで取り組みを行い、改良していきたいと考えます。 

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 ＞オペレーション 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 株式会社 創心會 氏名 藤田聖也 

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） 

スタッフに安心を与えられる存在に！！ 

実践のきっかけ 

「あり方」チェックリストで、自分の管理者としての心構えや行動について振り返ることで、

自分が良くできている部分と不十分な部分が明らかになった。よくできている部分は継続ま

たはさらに改善を目指し、不十分な部分は方法を変える、スタッフと連携を取るなどして開

園を目指していく。 

目標 

・プラスメッセージを発信し、職場の雰囲気や協調性などを向上させ働きやすい環境を作っ

ていく。 

 

実施内容 

（または実践計画） 

周囲を巻き込んでプラスメッセージの発信 

・社内のツールとして「ありがとう」カードがあるため、全員に対してありがとうカードを

書いていき、感謝の気持ちやプラスメッセージを発信する。 

・ミーティングで最後に 1 人 1 枚誰でもいいので、スタッフに「ありがとう」カードを書

くようにし、社内ツールの活用と職場全体でプラスメッセージの発信をしていく習慣をつけ

る。 

自身の仕事内容やスケジュールを見える化 

・ホワイトボードを活用し、自身のスケジュールや居場所を見える化する。 

丁寧なコミュニケーションをとる 

・外部の方と話すときは身だしなみを整え第一印象をよくする。最近接点のあった方には必

ず「〇〇の時はありがとうございました」と言い、それ以外の方とも必要事項のみのコミュ

ニケーションにならないようにする。 

・スタッフから話があると言われた際は忙しくても手を止めて目を見て話を聞く。 
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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 

「ありがとう」カードをしっかり活用し、全員に対して感謝の気持ちやプラスメッセージ

の発信を行うことができた。これを単発ではなく、継続していくことが大切であるため、帰

る前の 3 分で毎日書く習慣を作ろうと考える。言葉の方が楽で、簡単に伝えることはでき

るが、文字にすることでより伝わる部分もあるため、言葉と行動で今後も示していきたい。 

「ありがとう」カードの職場全体での普及もMTで感謝を伝えることに対して、スタッフ全

員協力的であったため、続けていきたいと考える。ただの作業・義務化にならないよう目的

や方法はその都度修正していこうと考える。 

 ホワイトボードに自身の予定を赤で記入したことで、目立つためスタッフが私のスケジュ

ールを把握していることが多くなった。電話の取次ぎなどスムーズにいくことが多くなっ

た。色分けやマグネットのしようなどで、ホワイトボードをより見やすく、活用しやすいよ

うにすればよりよくなるように感じた。 

 外部の方とは、＋α の話をすることで相手からも＋α の話しかけが多くなった。よりよ

い関係性を築くため今後も継続したい。スタッフとのコミュニケーションの取り方は信頼で

きる管理者としての「あり方」に大切な要素であると考えるため、継続していきたい。 

貼付資料 
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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 株式会社創心會 氏名 本多 功実 

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） 
自分のファンをつくる 

実践のきっかけ 

講義を受けた直後に、まず自分自身で管理者のあり方チェックリストをやって

みて、自分に足りていない点、新たな発見が多く見つかった。 

自分自身が周りの人からあまり頼られていないのではないかと感じていたた

め、管理者としてあるべき姿の実現に向けて動くことで、多方面からの信頼を

得て、頼りにされることが増えるのではないかと感じた。 

目標 
外部と内部の人から、困ったことがあるときに私の顔が思い浮かぶ、第一に声

をかけてもらえるようになり、情報が必ずくるようにする。 

実施内容 

（または実践計画） 

１．外部対応 

 毎日訪れる業者の人に、挨拶だけでなく＋αの声掛けを行う。 

２．内部対応 

 日頃の変化（見た目の変化、体調の変化）に気を配り、気づいた点は毎回言

葉にして伝える。スタッフノートを作成して、スタッフの誕生日などの声掛

けを逃さないようにする、家族の情報（子供の受験など）にも配慮する。 

３．自分自身 

 ホワイトボードを導入し、常に自分の所在を明らかにする。 

 事業所・会社の顔と意識して、常に清潔さ・笑顔を心がけた。 

実践の結果 

１．毎日業者の方が訪れる。今まではただの物の受け渡しになっていたが、私

から話題を振ったり、お菓子の差し入れをすることで、次から天気の話など話

しかけていただけるようになった。今後ケアマネ訪問時にも意識して友好的な

関係を築いていきたい。 

２．小さな体調の変化をすぐに伝えていただけるようになった。「気にかけてく

れてありがとう」と直接的にお礼を言っていただけた。私が相手を気に掛ける

ことで、向こうも気にかけてくれる機会も増えた。今後環境が変わっても実践

できるやり方が身についた。 

３．自分自身 

 探される回数は０になった。見た目の変化は結果として現れていないが継続

していく 
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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 

法人名 社会福祉法人 貞徳会 氏名 林 孝真 

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） 
情報共有を効率化 

実践のきっかけ 

面会の予約やショートステイの変更などの問い合わせに対して相談員だけ

で情報共有しており、それ以外の職員での対応ができず時間ロスが発生す

る為。 

目標 
事務所内の誰もが問い合わせ内容にスピーディーに対応できるようにす

る。 

実施内容 

（または実践計画） 

①事務所内の誰もが対応できるようにサイボーズを活用する。 

・項目ごとにスレッドを作り、情報を一元化する。 

 ○月分ショート連絡版、○月分面会版、栄養士連絡版、コロナ関連版など 

・問い合わせに対して各スレッドを確認し対応する。 

・新たな情報を追加、または修正する。 

②ショートステイの予約受付に対して事務所内誰もが対応できるようにす

る。 

・社内ネットワーク内にショートステイの予約表を置き、どの PC からで

もアクセスできるようした。 

・ショートの空き情報を相談員不在でも返答する。 

実践の結果 

①問い合わせに対してサイボーズを確認する事で即座に対応できる事が増

えた。事務所内のすべてのスケジュールを確認できるので、アポイントの

返答もできるようになった。 

②ショートステイの空き情報を即座に返答できる事で、相談員からの折り

返し待ちの間のキャンセルを防止する事につながった。 

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 ＞ 

 

29



    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 社会医療法人 博愛会 氏名 外山 史教 

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！ 

プラスメッセージと意味を考え伝えること！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞あり方チェックリストをやってみて、出来ていることと出来ていない事

があることに気付かされた。 

出来ていない事は多々あるが、自身の成長として取り組むこととしてとい

う意味が強くあるため、発信側に力を入れようと考えた。 

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。 

＞どうしてもマイナスメッセージを発するスタッフもいる。このマイナス

メッセージを発しがちなスタッフに対して、プラスメッセージで意味を理

解してもらうように伝える事で、行動に移せるようになることを目指す。 

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！ 

＞出来ない事は任せない。出来るから任せる。まずはこのようにやってみ

よう。あなたのいつもの○○な対応が必要である。といったメッセージを

伝えることで、困難ケースや行政介入が必要なケースを担当してもらう。 

スタッフの認識を共有し、どのようにするかを一緒に考えるスタンスで、

スタッフに行動計画を立てさせる。 

立てた行動計画に大きな不備が無ければ、多少の軌道修正のみで、実行し

てもらう。 

結果は本人の成果であることを伝える。 

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！ 

＞成果が出るのはこれからだが、不安に感じていたスタッフから、どう動

けばいいか、少し見えてきた報告があった。繰り返し行うことで精度を上

げていくと同時に、関係各所とのつながりも深まり、自組織以外の地域事

業所からも頼られる存在になっていけるものと期待している。 

本ケース担当のスタッフだけではなく、一人ずつ経験を積み、地域からよ

り信頼される担当者であり、部署であり、法人になっていくことと考えて

いる。 
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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 

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 社会医療法人 博愛会 氏名 高橋 俊明 

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） 
＞現状を理解する！自作の稼働管理表から分析しよう！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞キャンセル理由や曜日毎の稼働状況などを漠然と捉えており、根拠のある

戦略を立てられない。 

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。 

＞現状の分析して、次にどのような行動を戦略的に行っていくか、 

具体的な行動を３つ上げる。 

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！ 

＞述べ回数+キャンセル数を合わせて、最高稼働が 99.3％である。 

→MAX 稼働が 100％ではない現状。 

＞「コロナが不安」というキャンセルは 1 名もいない。 

→コロナが稼働に及ぼしている影響は少ない事実。 

＞キャンセル理由は「体調不良」が最も多い。 

→期待値を上げる取り組み。 

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！ 

＞まずは予定で 100％になるよう登録人数を増やすことが優先であること

がわかった。 

→現在月初に行っている営業を継続して、更に機会を増やしていく。 

＞コロナの影響であるという漠然とした認識を会議の場で改める。 

→満足度向上について考えていく機会にする。 

＞体調不良に対するアプローチする。 

→健康に纏わるイベント企画（特に火・木・土がキャンセルが多い）をする。 

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 社会福祉法人 博愛会 氏名 中野 聖 

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！ 

自分の考えを何度も伝える！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞コロナウイルス感染対策の一環として、入居者・職員に感染者または濃厚

接触者が発生したことを想定して対応マニュアルを作成した。 

対応マニュアルでは、感染または濃厚接触した職員は出勤停止とし、職員が

不足した分は他ユニット及び併設小規模多機能から応援することとしたが、 

応援職員が戦力となるためには、普段から所属ユニットだけでなく他ユニッ

トの利用者の様子や業務の進め方を知っておく必要があり、そのためには、

普段の業務も変更することが必要となった。 

新たな仕組みを作るために、職員全員が目標と意識を共有する必要があった

ため『自分の考えを何度も伝える』ことをテーマとした。 

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。 

＞コロナウイルス感染者・濃厚接触者発生時のユニット間の協力体制の構築。 

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！ 

・４月～ 感染委員会を中心にコロナウイルス感染予防マニュアルと発生時 

     対応マニュアルの作成。 

・8 月  ユニット会議でマニュアルを説明。 

・9 月  ユニットリーダー会議で、マニュアルを実行するために普段から 

     行うべきことをリストアップ（リーダー職員にユニットの協力 

     体制を構築することが急務であることの説明）。 

※勤務表の作り方が変わる負担、新しいことを覚えなければならない職員の

負担感、協力職員に教えなければならない負担等、現場職員からは「やれな

い、やらなくてもいいのではないか」との声もあったが、繰り返し説明し、

納得してもらい、どうしたらできるか、と検討した。 

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！ 

・新たなルールで 11 月の勤務表づくりを始めるなど、「ユニット同士が協力

し合える施設作り」に向け、動き出すことができた。当初、現場職員からは

抵抗もあったが、自分の考えを会議に関わらず色々な場所で根気よく伝える

ことで、施設全体で行動するところまでもっていくことが出来た。 

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 
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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 社会医療法人 博愛会 氏名 安田 亜里 

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！ 

フロア業務の効率化と業務分担 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞スタッフの時間的余裕がなく、慌ただしい。業務の線引きを各自の中で

している職員も多く。結果として誰でも出来る事（雑務）は管理者の仕事に

なっている。まずは機能訓練指導員が行っている体力測定の実施方法の見

直しを行う事で、セラピストの時間の確保を行い、フロア業務の余裕を作

る。 

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。 

＞フロア業務の効率化・体力測定の実施方法の見直し 

 

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！ 

＞要介護の方の体力測定を個別機能訓練の一環として実施することによ

り、今まで一人当たり個別機能訓練＋体力測定（計 40～50 分）かかって

いた時間を20～30分程度に短縮することにより機能訓練指導員の余裕を

作る。また利用者様へはフィードバックの実施を行い、前回結果との比較・

セラピスト目線での考察を伝え、それに向けた運動内容の見直し、負荷量

の再設定を行う事で、運動を行う目的を再確認して頂く時間とする。 

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！ 

前回との比較を行うためにも、以前行った体力測定結果が準備されている必要があるが、

前回資料のまとめが溜まっている状況。スタッフに今回の目的を説明し、書類整理を行って

もらい、先が見えてきた段階。以降可能な時点で今回の取り組みを実施し、セラピスト業務

の負担軽減→フロアに出る時間を増やしフロアの余裕を作る＋管理者が行っているマネジ

メント業務（今後セラピストのマネジメント力が求められるため）の一部を中心に引継ぎを

行う。＊現在稼働率管理を意識するために、1 日の介護・支援の人数・休み理由の入力は既

にセラピストに任せており、表の見方・考え方を伝えている。結果として稼働率を意識する

事が出来始めている。 

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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