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情報共有シート 
NO. 法人名 氏名 ページ番号 

１ 社会福祉法人あかね 坂根 孝之 １ 

２ 社会福祉法人あかね  中村 剛 ３ 

３ 社会福祉法人あけぼの会 大山 政幸  ４ 

４ 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 籏町 咲子  ６ 

５ 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 中村 厚詞  ８ 

６ 社会福祉法人永寿荘 瀬戸 啓太 １０ 

７ 有限会社エイミ 髙山 美咲  １１ 

８ 株式会社笑顔いちばん 阿南 智美 １３ 

９ 株式会社笑顔いちばん 辻 千鶴 １５ 

１０ ever onward合同会社 小山 莉勇矢 １６ 

１１ 社会福祉法人櫟会 川畑 拓郎 １７ 

１２ 社会福祉法人櫟会 本村 健祐 １９ 

１３ 社会福祉法人江寿会 齊藤 渚紀 ２１ 

１４ 株式会社山陽グローバルパートナーズ 長光 研二  ２３ 

１５ 株式会社太長会  若井 晃 ４３ 

１６ 社会福祉法人致遠会 平田 祐喜 ４９ 

１７ 株式会社つるかめ 東海林 佳奈 ５４ 

１８ 社会福祉法人貞徳会 横山 美雪 ５６ 

１９ 社会医療法人博愛会 鹿内 輔  ５８ 

２０ 社会医療法人博愛会 福岡 ひとみ  ６０ 

２１ 株式会社ヒラマツ 伊藤 歩  ６１ 

２２ 株式会社芳野ケアサポート 藤本 隆  ６２ 

 



    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） 

旅行に来たつもりが…ここはショートステイですか？？？ 

実践のきっかけ 

契約の為、ご利用者様にお会いした時に、よくケアマネさんやご家族様から、アマルネスさ

んはホテルみたいなところだから、旅行気分でショートステイに行ってきたら？とご利用者

様に紹介してくださることがあり、ホテルみたいなショートステイを徹底的に追及していけ

ば、ショートステイの大きな武器になると思った。 

目標 

設え・接客マナー等を見直し、ハード面、ソフト面共にホテルのようなショートステイを目

指す。 

実施内容 

（または実践計

画） 

① 施設長、各部署長に目標を伝え、意図を理解して頂く。 

② ショートスタッフへ目標を伝え、意図を理解してもらい、一緒に目標に

向かって考え、検討していく組織作りをする。 

③ ハード面(設え)の見直し。生活感をなくしリゾート感をだす雰囲気作り 

④ マナー、言葉使いの見直し 

⑤ サービス面、おもてなしの見直し 

実践の結果 

① 施設長、各部署長へ、想い・目標の伝達は完了し同意を頂いた。(8/7) 

② リーダーやの共有は完了し同感してもらえた。パートへは現在、個々に共有している段

階。9 月第 2 週に実施予定の SS 会議にて全体に共有し、スムーズにキックオフでき

るようスタッフ個々に何度も想いを伝え共感してもらう。 

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 
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ロータス・ガーデン デイサービス 

～ 新型コロナウィルス対策 ～ 

デイ終了後は窓を開け換気し、テーブルや椅子、洗面所、

トイレ、エレベーターなど隅々まで消毒しています。 

密閉・密集・密接しないを呼びかける 

ポスターを貼って注意喚起を行っております 

 

 

 

コロナ感染症の収束が予測できない中 

自宅にいる時間が多くなると下肢筋力低下や

認知症状の悪化を招く恐れがあります。 

実際に立ち上がりや歩行が難しくなり、転倒

して骨折されたケースも報告されています。 

 

廃用性症候群にならないために・・・ 

定期的な運動やリハビリ、脳トレ等が必要！ 

ロータス・ガーデンでは感染予防を万全に実

施し、随時サービスを提供しています。 

お食事の時間も利用者様間に感染防止シー

トを設置し安全・安心に召し上がって頂い

ております。 

ロータス・ガーデンでは安心してデイ

サービスをご利用頂くために、ご来苑

者様や出勤スタッフの手洗い、うがい、

手指消毒はもちろん検温、マスクの着

用と共に常に換気を行っております。 

また、お食事時は感染防止シートを設

置し、飛沫感染を防ぐ対策も実施して

おりますので安心してご来苑下さい。 

※入浴・リハビリ目的での短時間利用  

もお受けしております。 

   -お気軽にご相談ください- 
TEL:06-6428-7111  管理者：中村剛 

実はコロナ感染症より怖い 

『廃用性症候群』 
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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 大山 政幸 

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！ 

ＣＷリハビリ強化で利用者様の夢を叶える！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

 当法人では、セラピストのリハビリと、介護職によるＣＷリハビリを売

りとして、在宅復帰に取り組んでいる。しかし最近、在宅復帰率が低下して

いる現状があった。その要因として、在宅復帰（＝自宅へ帰れない）できて

いないのは、目標へ届かないケースが増えていること、在宅復帰対象者の

母数が増加したことで、１人当たりのＣＷリハビリの提供量の不足が一因

ではないかという仮説を立てた。 

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。 

 対象者を選定し、優先順位をつけて、リハビリの提供量を増やす。動作獲得やＡＤＬの向

上と、結果として在宅復帰の達成を目指す。 

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！ 

① 対象者の選定（～7 月第 5 週） 

在宅復帰対象者の中で、自宅復帰を目指す利用者様、リハビリの提供に

より成果効果が期待できる利用者様、本人・ご家族のニーズが明確な利

用者様等を、セラピスト・介護職・相談員の多職種でカンファレンスし、

Ａ２ランク～Ｂ１ランクの方６名を選定。 

② プログラム立案（～8 月第 2 週） 

これまでのＣＷリハビリは、セラピストのオーダーに則った１対１の個

別リハビリであったが、リハビリの提供量を増やすため、２～３名の小

集団で行うリハビリプログラムを考案。 

③ スタッフへの周知（～8月第 3 週） 

実際にプログラムを実施するのはＣＷであり、内向けの説明として、プ

ログラムの趣旨と内容を実際のプログラムの動画を用いて、セラピスト

⇒ＣＷ間で情報共有する。 

④ プログラム運用（第１段階）（～8月第 4 週） 

セラピスト＋ＣＷでのプログラム実施。集団リハビリに慣れることで、

ＣＷのみでの実施を目指す。 

⑤ プログラム運用（第２段階）（～8月第 5 週【9月第 1 週】） 

ＣＷのみ集団リハビリを実施⇒ルーティンへの落とし込み 
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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 

⑥ モニタリング（9月第 1 週） 

プログラムの実行状況評価を１週間後に実施。 

１か月後の利用者様のＡＤＬ評価をＦＡＣと法人独自の評価スケール

を用いて効果測定する（10 月第 1 週）。 

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、多職種で在宅復帰率が低下している原因が何かを、振り返る機会を持てたことが

１つの成果だったと考える。現状のリハビリ提供体制、対象者のレベルやニーズの変化、こ

れまでのプログラムの見直し等を行えたことで、今回の実践に繋がった。 

現在③の段階にあり、これから介護職への周知を図っていく。これまで１対１のリハビリ

のみを行ってきたＣＷが、小集団でのリハビリを行うことへの不安がある一方で、新しい取

り組みに期待を持つ声もある。今回のプログラム実践を通して、セラピストのリハビリ＋Ｃ

Ｗリハビリという武器をさらに進化させていきたい。 

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 安曇野市社協デイサービスセンター堀金 氏名 籏町 咲子 

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！ 

団塊世代花を咲かそうよ！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞男性利用者様のほとんどは、余暇活動について意思表示、意欲が無く、提供され

た事は行うが、自分からの発信は無くつまらなそうにしている 

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。 

＞自己選択、自己決定  

いくつかの活動を選択できるよう準備し、利用者様に決定していただき活動するこ

とで、喜び、楽しみ、生きがいにつなげる 

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！ 

①アセスメントを細かく行う（個別） 

・ライフヒストリーカルテを作成することで情報共有を行う 

・家族に協力を得る。職員が聞き取りを行う 

②興味関心がどこにあるのか分析する 

・興味関心カードを作成し、何に興味関心があるのか分析 

・会話の中から興味のあるものを掘り下げ聞く 

③余暇活動の選択肢に組み込む 

・４つの選択肢の中から興味関心があるものを 1 つ組み込む 

④余暇活動の振り返りを行う（毎日） 

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！ 

＞団塊世代の介護 3（片麻痺、車椅子）と、何もしなくてもいいと言われる男性を

対象にライフヒストリーカルテ、興味関心カードを実施。そこから庭仕事、散歩、

将棋、カラオケ等関心があるものが見えてきたが、まだ余暇活動に組み込むまでは

できていない。 

興味関心カードの取り扱いができる職員が 1 人しかいない為、特定の職員ができ

るよう手順を学ぶ予定 

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 ＞だ 
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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 

 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 安曇野市社会福祉協議会 

デイサービスセンター豊科 

氏名 
中村厚詞 

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！ 

「中重度」→「軽度」事業所への大改造パート 2 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞去年から「軽度」事業所に事業内容を変更しサービスを展開してきたが、

事業所の特色が明確ではなくケアマネジャーから「事業所の強みは？」

「社協なので重度も受けて欲しい」と理解されておらず新規契約をして

も利用定着に繋がっていない。 

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。 

＞日常生活に即した事に重点を置き、歩行・入浴の自立度アップに取り組

む。個別機能訓練取得率 100 パーセント。 

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！ 

＞今後の実施内容として 

① ケアマネジャーからの新規問い合わせがあった際は、お試し利用を進め

「軽度」デイサービスを知ってもらう。その際、事業所が取り組んでい

る内容や方向性を伝え事業所が求めている利用者なのかをしっかり見

極める。 

② 新規契約、担当者会議（機能訓練加算がついていない利用者）に出席し

た際、事業所での取り組みを詳細に説明し加算を付けてもらうように促

す。 

③ 機能訓練士に現状で個別機能訓練加算の付いている利用者すべての身

体状況の評価（体力測定）を実施する。評価内容は職員間で情報を共有

しサービスを展開する。 

④ 機能訓練士が身体状況を評価（体力測定）した内容を評価表にまとめ月

末にケアマネジャーに提出する。ビフォアー、アフターで提出する予定。 

⑤ 歩行自立度アップのため、機能訓練士に歩行状態を評価してもらい福祉

用具の導入・調整を行う。 

⑥ 入浴自立度アップのため、職員間で情報交換を行い、自立度アップが見

込める利用者をピックアップしリスト化して実施する。 

⑦ 月末には居宅も訪問し事業所の強み、取り組んでいる事を説明し売り込

みを行う。 
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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！ 

＞現在も継続して取り組んでいますが、ケアマネジャーには「軽度」事業所

としての知名度があがり中重度利用者の紹介は減り軽度利用者の受け入

れが多くなる。（7 月～8 月にかけ新規契約が 7～8 人、すべてに機能訓

練加算が付き継続して利用できている。また、利用日を増やしたいと言

われる希望も増えている。）7 月下旬には機能訓練士の身体状況の評価が

一通り終わり評価表に記入しケアマネジャーに提出。反応は薄い。 

＞自立度アップの部分では、福祉用具を導入・調整した事で付き添いが必

要だった利用者も安定感ができきて施設の中を自由に移動される。入浴

はまだまだ改善する余地はあり、以前より時間がかかり職員への負担が

多くなっている。 

＞「軽度」事業所に体制を変更したことでケアマネジャーからの問い合わ

せの際、新規重度利用者が減ったが、過渡期に伴い、今までご利用してい

た利用者が入院し重度で退院した際の受け入れがここにきて多くなって

いる。「軽度」ベースになっている事業所で特浴も増えつつある中で今後

事業所が抱える課題と思われます。 

 

 

 

 

 

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 ＞ 

 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 有限会社エイミ デイリゾート MOMOYA オアフ 氏名 髙山 美咲 

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） 

スパイスアップ！！脳トレで日常生活を活性化！！ 

実践のきっかけ 

脳トレプログラム【シナプソロジー】を実施しているのは、深谷市で唯一弊

社だけ。その強みを活かす事・周辺に周知して頂くことが、ブランド化へ向

けて重要だと考えた。 

目標 

1.インストラクターの定期的な研修受講 

2.居宅への営業チラシの配布(月 2 回) 

3.毎日利用者様へ向けてシナプソロジーを実施 

実施内容 

（または実践計画） 

1.インストラクターの定期的な研修受講 

 7 月後半と 8 月中旬にオンラインにて研修を受講した。 

2.居宅への営業チラシの配布(月 2 回) 

 中旬・下旬の月 2 回、居宅へ向けてチラシを作成し郵送した。シナプソロジーも体験でき

る無料体験プログラムのチラシ、イベント開催案内のチラシも同封して郵送した。 

3.毎日利用者様へ向けてシナプソロジーを実施 

 毎日 1 回、リハビリ前に利用者様全員へ向けてシナプソロジーを実施した。 

 

 

 

実践の結果 

1.インストラクターの定期的な研修受講 

 定期的な研修を受ける事で、実施可能なプログラムが増えた。 

2.居宅への営業チラシの配布(月 2 回) 

 体験や見学の問い合わせ・イベントに関する問い合わせのお電話を 2 件受けた。 

3.毎日利用者様へ向けてシナプソロジーを実施 

 認知症の方が大半の為、ルールの認識が難しい部分もあるが、利用者様へは 

 脳トレプログラムとして浸透している様子はある。 

 

居宅・ケアマネへの周知はまだ足りないと感じる。 

引き続き、チラシ郵送等で周知を目指したい。 
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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 株式会社 笑顔いちばん 氏名 阿南 智美 

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！ 

個別機能訓練を強みにする 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞ご利用者様個々にどんな生活をしたいか聞き出し、目標カードを作成し

て機能訓練指導員中心に実践している。 

ご利用者様や介護職員にも周知してもらう方法をとっていたつもりだった

が、効果が薄いことがわかった。改善し、目標カードを更なる強みとしてい

く。 

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。 

＞全スタッフが当施設の目指す方向を理解して支援していく。 

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！ 

＞新しいスタッフも多い為、ミーティングにてどんな店を目指しているか、

改めて話した。 

＞スタッフからどんな店にしたいか意見してもらった。 

＞皆の意見をふまえ、目標カードを強みとして、介護職員も機能訓練も意

識してサポートしていくこと、楽しくリハビリをするという場を創ってい

くことになった。 

＞まずは介護職員もご利用者様の目標、運動内容を把握しやすくする為に 

普段のご利用者様の記録ファイルにも目標カードを貼ることにした。 

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！ 

＞新型コロナウイルス感染拡大防止の為休業となり、記録ファイルに貼る

作業の前段階で止まっている。 

13



    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 デイサービス笑顔いちばん美濃店 氏名 辻 千鶴 

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！ 

目標カードを意識して支援しよう 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞ご利用者様のリハビリ意欲向上の為目標カードを作成しているが、機能訓

練員しか活用していない。介護職員も内容を把握し介助時に意識して支援し、

全職員一丸となって関わる。 

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。 

＞全職員がご利用者様の目標を把握し意識して接していく。 

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！ 

＞①機能訓練指導員と目標カードの内容について精査する。 

 ②ミーティングにてどうすれば全職員が目標を把握できるかを意見を出し 

てもらう。 

 ③話あった意見を参考に全職員が見れるように目標カードを設置する 

 ④意識して声掛けができているか観察し、次回のミーティングで改善案を

話し合っていく。  

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！ 

＞今回、コロナウイルス感染拡大防止の為休業していた為、実践はできませ

んでした。 

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 一本松デイサービス 氏名 小山莉勇矢 

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！ 

利用者様の認知症予防 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞経営理念の一つして掲げているのでより良くするため 

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。 

＞楽しく意欲的に行えるようにする 

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！ 

＞①スタッフが声がけを行い毎回行う事により利用時のルーティンに 

する。 

②午後の時間帯に実施する。 

③スクエアステップ、トランポリンを使い三半規管や考える力をつける。 

④スタッフ見本となり楽しそうに行う。 

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！ 

＞難しいと言われてしまったが楽しく行って頂くことができた。 

やり始めたときはなかなか行ってくれる人がいなかったが笑いながらやっ

ていたため興味を持ってくれる人がいた。 

昼食後に行っていたため眠くなってしまう人がいた。 

トランポリンは腰を痛めてしまう人がいたので日程調節が必要だあった。 

 

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 ＞ 
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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 櫟会 氏名 川畑 拓郎 

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！ 

安心できる排泄ケアの提供 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

以前より、当施設は排泄ケアに力を入れており、現在も腸内環境を整える

一つの方法として「カスピ海ヨーグルト」の提供を開始するために取り組

んでおり、今回の講義を受けて腸内環境を整える（排泄ケアの充実）をうり

にしたいと考えました。 

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。 

8 月末を目途に、現時点でカスピ海ヨーグルト提供に同意（費用負担等）が得られている入

居者へ提供を開始、同時に再度カスピ海ヨーグルトの効果などを排泄委員会の中で伝え委員

一人ひとりに家族や他の職員にしっかりと説明できるような知識を身に付けてもらう。 

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！ 

7 月 ①：事前にカスピ海ヨーグルトの提供（費用負担等）に同意を得られているご家族 

     以外へ各ユニット（担当者）より連絡をし、確認を行う。 

   ②：すでに、同意がとれている入居者への一人ずつの提供量を決定、栄養課に材料 

     （牛乳）の準備を依頼、各ユニットにて製造し提供を開始 

 

8 月 ①：追加で同意がとれた入居者へのカスピ海ヨーグルトの提供量を各ユニットと看護 

     師の検討を行い決定する。 

   ②：追加で必要な材料（牛乳）を栄養課に伝え準備を依頼、各ユニットで製造し提供 

     を開始する。 

   ③：排泄委員会を中心に今後の入居者の状態の確認を行い、委員会内にて共有して 

     いく。 

   ④：委員会内にて、再度カスピ海ヨーグルトに関しての知識共有を図る。 

17



    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！ 

この研修に参加する前より、進めていた計画ではあったが、予定よりも進行が遅れていた、

理由としては、この取り組みの重要性などを自身が十分に理解できていなかったことや、甘

く考えてしまっていた、しかし、この研修に参加して、自分が取り組んでいることが施設の

売りにすることができるかもしれないと感じ、今まで以上に取り組むことができた。 

 現在、全面的な提供が始まったばかりではある為、今後はそれぞれの入居者への効果など

の経過を追い、取り纏め施設全体で共有していきたいと考えています。 

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 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 

 

18



    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 櫟会 氏名 本村健祐 

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！ 

 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

例年、SS の年間稼働率を 90％以上とする為に、 

様々な取り組みを行うも結果が出ずに頭を悩ませていた。(平均稼働率 80%) 

昨年度は、SS 新規利用者数を前年対比 150%(52 人)を目標に掲げて、 

新規利用者総数は 68 名となり、前年対比 190%を達成するも、 

年間稼働率の目標は未達成だった。(R01 年度：80.1%)  

原因を分析すると、新規利用者数に対して定期利用に繋がった方の数は 

約 1/6 だった。この結果を踏まえて、新規利用者の総数を増やすよりも 

定期利用者数の割合を上げる方が重要だと考えて、今回の実践テーマに選定した。 

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。 

SS 新規利用者総数のうち、50%以上を定期利用につなげる。 

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！ 

1. 利用期間中の様子を記したケース記録を、利用終了時に添付する。 

 

2. 利用前の面談時に現場のスタッフを同席させて、 

  アセスメント(本人・家族の意向を含む)を実施する。 

 

3. 満足度アンケートを実施。(本人または家族に実施するかを検討中) 
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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・2 に関しては、実践済。 

3 に関しては、(現在)資料を作成中。 

 

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 アゼリー江戸川 氏名 齊藤 渚紀 

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！ 

オンライン面会 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞現在、コロナウイルスの影響で感染予防の為に面会を制限している。施

設入居中のご利用者様は家族と会うことが出来ていない。コロナウイルス

が世間に蔓延する前には毎週のように面会に来て下さる家族もいたが、今

は施設に来る頻度がかなり落ちてきてしまった。 

定期的に顔を合わせることでご利用者様とご家族様がお互いに安心しても

らえる方法を実施することが必要。 

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。 

＞オンライン面会を通してご利用者様とご家族様のニーズに応え、サービ

スの向上に繋げる 

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！ 

＞①面会を予約制にし、ご家族様からの要望（日付など）を聞く。 

 ②各フロアにあるタブレット（google カレンダー）に予約を入力する。 

③面会時には検温とアルコール消毒を必ず行う。 

 ④面会をしてもらう（ご家族様は 1 階のお部屋で対応） 

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！ 

成功点 

今回オンライン面会を行ったことによって、面会になかなか来ることので

きなかったご家族様も面会に来て下さるようになった。画面越しにはなっ

てしまうが元気そうな顔を見ることが出来て良かったととても喜んでもら

うことが出来た。普段傾眠がちな利用者様も面会の時にはしっかり目を開

けていることが増えた。利用者様も「また来てね。楽しみにしているよ」と

嬉しそうにお話しをされていた。 
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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 

反省点 

耳の遠い利用者様や視力が低下している利用者様には話しが上手く伝わら

ないことも多くみられた。タブレットを使用しているので、利用者様が何

処を見ていいのかわからない、職員に方を向いて話してしまうなどの様子

があった。回線状況が悪くなってしまい、途中でフリーズしてしまう事も

多々見られた。 

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 株式会社山陽グローバルパートナーズ 氏名 長光研二 

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） 
みつお！まるっと丸わかり 

実践のきっかけ 

「このイベントって何なんですか？」切っ掛けは、ご利用者のご家族から質問された、この一

言でした。 

 私達は、活動状況やイベント内容等の報告に、社内新聞・ フェイスブック・インスタ等、

画像を主体とした情報提供ツールを活用してきました。ですが、この質問を受けたとき、利用

者と私たちの間では認知されている物でも、それ以外（ご家族・ケアマネ）の方へは上手く伝

えきれてないのが現状として露呈しました。 

 現行の利用状況報告書へ今よりも詳細な情報を記載すれば、ある程度の内容は伝えられるか

も知れません。しかし、増えた時間と労力に見合うほどの成果を得るのは難しいと考えていま

す。そう言った経緯がありこの度の企画を提案する事となりました。 

目標 

 ソーシャルネットワークサービス（LINE@）を活用し「利用状況報告書」の情報量（画像や

動画等）を増やす。詳細な情報を提供することでターゲット（家族・ケアマネ）から、三丘へ

強い関心を抱いて頂きファンになってもらう。 

実施内容 

（または実践計画） 

添付資料にて確認をお願いいたします。 

実践の結果 

添付資料にて確認をお願いいたします。 

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 ＞LINE＠導入に関して 

 資料② ＞ 
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LINE＠	

新しい利用状況報告書のカタチ 

三丘温泉デイサービスセンター	
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　「このイベントって何なんですか？」切っ掛けは、ご利用者のご
家族から質問された、この一言でした。 
　私達は、活動状況やイベント内容等の報告に、社内新聞・　フェ
イスブック・インスタ等、画像を主体とした情報提供ツールを活用
してきました。ですが、この質問を受けたとき、利用者と私たちの
間では認知されている物でも、それ以外（ご家族・ケアマネ）の方
へは上手く伝えきれてないのが現状として露呈しました。 
　現行の利用状況報告書へ今よりも詳細な情報を記載すれば、
ある程度の内容は伝えられるかも知れません。しかし、増えた時
間と労力に見合うほどの成果を得るのは難しいと考えています。 
　そう言った経緯がありこの度の企画を提案する事となりました。	

動機と根拠	
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◯アンケートの実施 
　LINE＠を使用した情報提供サービスの関心度を 
　図る目的としたアンケートを行い、進め方や配信頻 
　度の検討材料とする。	

動機と根拠	

質問 回答	

配信について	
興味がある	

教えてもらえ
ればやってみ
たい 

興味はあるが
使い方が分か
らない 

興味がない
（※）	

１６	 ０	 ２	 ３ 

配信頻度は
月何回が望ま
しいですか	

月１回	 月２回	 月３回	 それ以上	

８	 ７	 １	 ０	

※それぞれの項目に対しての理由（フリーワード）の調査も実施 
	

対象者：ご家族、ケアマネ 
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ソーシャルネットワークサービス（LINE@）を活用し
「利用状況報告書」の情報量（画像や動画等）を増や
す。詳細な情報を提供することでターゲット（家族・ケ
アマネ）から、三丘へ強い関心を抱いて頂きファンに
なってもらう。	

目的	
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◯強い関心を抱くためには 
　「価値」　「安心」　「喜び」　を感じてもらう❗ 
 
　価値・・・望ましい物として認め、その実現を期待する 
 
　安心・・・不安や心配がないこと 
 
　喜び・・・良いことに出会って快い・楽しい・嬉しい	

目的	
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現在の利用状況報告書
は、提供されたサービ
スと利用者の行動を項
目に置き換えて記載さ
れている。	

現状	

行動	

サービス	
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◯維持 
　定量化されている物（血圧・服薬・食事量等）や 
　一般的に認知されている物（カラオケ・折り紙・読 
　書等）に関しては現在の形でも問題ない。 
 
◯変更 
　季節イベント（花見・夏祭・父母の日等）や独自イ 
　ベント（わくわくさん・曼荼羅アート・音楽教室等） 
　に関しては現在の名称を記載する形では相手に 
　伝わり難い。	

現状	
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◯ネガティブなイメージ 
　「横になって過ごされる」や「新聞を読む」等の名 
　称は、寝ているだけなの・・・？、周りの方と上手く 
　やれてないの・・・？と、良い印象を持てないケー 
　スが多い。 
　これは利用者と家族の間で上手くコミュニケー 
　ションが取れない（認知症・積極的に話さない等） 
　事でよく起きる事象です。（ケアマネも同様）	

現状	
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◯参加を誘致した、イベントの可視化ができること 
　で家族・ケアマネに「価値」を感じていただける。 
 
◯「楽しい」を共有することで他者（家族とケアマ 
　ネ・ケアマネ同士等）へ話したくなる。 
 
◯家では見せない表情が見れ、「安心」を与えるこ 
　とができる。 
 
◯利用者・家族・ケアマネが共通の情報を持つこと 
　でコミュニケーションツールとなり得る。 
	

理想（臨場感の伝達）	
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◯導入に際し、現在の日常業務にプラスして行う 
　必要があり、負担感の増大になり得る。 
 
◯SNSの扱いに慣れていない職員も数名おり、嫌 
　悪感を覚えるリスクがある。配信先に於いても、 
　同様のケースが想定される。例えば、欲しい情報 
　ではないのに・・・、配信頻度が多い・少ない・・・ 
　等が挙げれる。これは、一方的な情報提供によ 
　り効果測定が行なえていないことが原因と推測さ 
　れる。また、コンプライアンスや倫理観の相違に 
　よるトラブルも考えられる。	

問題	
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問題と課題の解決	

誰が 
フロア職員 

↓ 
苦手意識がある	

誰に 
上司に不満を覚える 

↓ 
役職者	

何を 
SNSを始めることに抵抗
感がある 

↓ 
不明瞭なことが多い 

どのように 
デジタル機器の扱いに慣
れていない 

↓ 
専任チームを作る 

【問 題】 
 

負担感の増大 
 

それはなぜ 
分からないまま業務が決
まって行く	

↓ 
マニュアルの作成	

いつ 
撮影と業務を同時に行え

ない 
↓ 

業務フローに撮影の項目
を設ける 

	

どこで 
フロアにて 

↓ 
職員のスマホを使用	

いくら 
特定の職員への負担が
多くなる 

↓ 
作業工程を簡素化し分担	
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問題と課題の解決	

誰が 
ご家族 
↓ 

家族：６０代〜 

誰に 
生活相談員 

↓ 
業務とプライベートの棲み

分けが難しい 

何を 
分からないことへの不安 

↓ 
運用実例の提示（他社） 

どのように 
やり方が分からない 

↓ 
登録の仕方のチラシ作成 

相談員と一緒に登録 

【問 題】 
 

SNSにネガティブなイ
メージを持っている 

 

それはなぜ 
使っていない	

↓ 
利便性の提案	

いつ 
日常で使うことがない 

↓ 
導入事例の提示 

	

どこで 
雑誌やテレビ等のメディア 

↓ 
信頼性の提示	

いくら 
導入に時間がかかる 

↓ 
好意的なご家族を中心に

波及、実績を提示	
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◯ここまでに提示した問題の提議は、推測の域を 
　超えておらず、確証が得られている物ではありま 
　せん。 
　しかし、動機と根拠にも述べているように、現在 
　の情報提供量では「伝達不足」を感じているご 
　家族・各関係者の方が多くいらっしゃいます。 
　この企画を進める上で、考えられるリスクと解決 
　案をしっかりと準備し、推進する必要があります。	

問題と課題の解決	
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◯配信内容の選定 
 
◯LINEマニュアルの作成 
 
◯試験運用 
 
◯ターゲットの選定とアプローチ 
 
◯モニタリング	

進め方	
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◯配信内容の選定	

進め方	

 
 
 
	

　・季節イベント 
　　お花見、夏祭、文化祭等 
 

　・独自イベント 
　　わくわくさん、曼荼羅アート、音楽教室 
 

　・利用状況 
　　新規・体験利用者に限定 
 

　・イベント予定表 
　　月の初旬に翌月のイベントカレンダーを配信	
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◯LINEのマニュアル作成	

進め方	

 
 
 
	

　・スタッフ３名程度の小グループを作りマニュアル 
　 作成に取り組む。マニュアルの内容は、各フェー 
　 ズに関わるスタッフを明確にする。 
   具体例として「素材（画像・動画）集め」「素材の　  
   管理」「メッセージ作成」「配信者」等 

◯試験運用	

　・社内スタッフを中心に友達登録してもらい、ある  
    程度の期間を決めて運用する。 
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進め方	

◯ターゲットの選定とアプローチ	

　・ご家族やを中心に登録をへのアプローチをかけ 
　　る。その際、配信内容や登録の仕方が記載さ 
　　れたチラシを作成しておき導入スムーズに行え 
　　るようにする。 

◯モニタリング	

　・閲覧状況や感想、配信頻度の調査を行い、そ　 
　  の結果を元に内容を検討、変更する。 
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進め方(ガントチャート)	
タスク名称	 開始日	 完了日	 担当者	

８月	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31	

ターゲット選定	

　	 　	 　	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

アンケート実施	 1日	 8日	 続木	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

分析	 11日	 12日	 長光	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

ターゲット決定	 １２日	 12日	 委員会	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

配信内容選定	 　	 　	 　	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

配信案抽出	 17日	 18日	 委員会	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

スクリーニング	 19日	 22日	 委員会	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

配信内容決定	 22日	 22日	 委員会	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

マニュアル	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

作成	 1日	 6日	 長光	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

試験運用	 　	 　	 　	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

チラシ作成	 17日	 20日	 専務	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

参加者への説明	 24日	 26日	
続木・長

光	
　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

開始	 27日	 　	 長光	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	

モニタリング	 27日	 未定	 委員会	

　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	 　	41



まとめ	

この度の取り組みは、「外部への情報発信」です。
私たちが提供する独自サービスを動画や画像等
の情報提供をすることでターゲットと私たちにとっ
て有益な物としなければなりません。 
ターゲットへの有益とは最初にお伝えした「価値」
「安心」「喜び」を感じて頂くことです。また、私たち
の考える有益とは、ターゲットが三丘のファンにな
り稼働率、実人数がよりポジティブな方向へ延びて
行くことです。双方にとってより良い関係性を築くた
めの足掛かりになれるよう、しっかりと取り組まな
ければなりません。 
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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 太長会 

Wellness Casa 時のかけはし 

氏名 若井 晃 

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！ 

入居者様の「夢プラン」作成・実行プロジェクト！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

【サービス付き高齢者向け住宅の現状】 

52 戸（入居戸数 50 戸 入居者数 5５名）   

男性１６名 女性３９名  

自立：１２名 要支援１：１６名 要支援２：５名 要介護１：１５名 

要介護２：２名 要介護３：２名 要介護４：１名 要介護５：２名 

【併設機関・事業所】 

クリニック、薬局、居宅介護支援事業所、訪問看護、通所介護、訪問介護 

【実践のきっかけ】 

医療、介護、福祉サポートがいつでもすぐそばにあるという安心生活を前

提に時のかけはしで暮らすにあたり「こうありたい」という理想の生活、や

りたい事、してみたい事などの想い（夢）を引き出し、より充実した暮らし

を提供したいという気持ちから本テーマを考えた。 

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。 

入居者様一人ひとり（５５名）の夢プラン作成・実行 

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時のかけはし生活相談員（コンシェルジュ）が夢プランマネージャーと

なり担当入居者様へアセスメントを実施 

②割り振りは担当フロアごとに実施 

③アセスメント用紙には 

・興味関心アンケート（やりたい事、行きたいところ、食べたいもの） 

・興味関心チェックシート 

・○○様夢プランプロジェクトシート 

以上を用いて聞き取りやアンケートを実施 

④夢プラン計画書に落とし込む 

夢プラン実行の際は館内の様々な職種や事業所に協力依頼を行う。 
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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！ 

アンケート、聞き取りを実施。 

現在、用紙を回収してまとめ作業を行っている。 

【やりたい事】 

カラオケ、ショッピング、パークゴルフ、楽しい遊びを創りだす、痛みを良

くしたい、友人とランチ、ひ孫にあいたい、体を動かしたい、ちゃんと歩き

たい、麻雀、ウクレレギター、アイデア作品を作る、絵を描きたい、喫茶店

に行きたい などなど 

【行きたいところ】 

温泉、道の駅、デパート、登山、買い物、震災復興中の三陸、知らない街、

故郷、オーストラリア（以前住んでいた）、東京、近くでいいから散歩した

い、あの世（？）、両親のお墓参り、母校 などなど 

【食べたいもの】 

数の子、寿司、うなぎ、刺身、焼き肉、はっとう汁、パフェ、ステーキ、か

つ丼、パン、そうめん、そば、ラーメン、海の幸、ピザ、果物 

 

以上を現在集計作業中。 

これらの詳細を夢プランマネージャーが聞き出し、夢プランに落とし込み、

作成をしていく。 

作成したプランは介護保険サービス事業所、医療機関、時のかけはし内で

のイベントやまごの手サービス（自費サービス）、お誕生日特別食へのメニ

ュー化、ご家族への情報提供や協力依頼などを実施し、「夢プラン」実現を

目指していく。 

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 ＞『あなたの、興味や関心があることはなんですか？』 

 資料② ＞興味・関心チェックシート 

資料③ ＞○○様：夢プランプロジェクトシート 

資料④ ＞夢プラン計画書 
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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 

資料① 
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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 

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 

資料③ 
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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 

資料④ 
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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 デイサービスセンターサンハイツ 氏名 平田 祐喜 

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） 

・デイサービスセンターサンハイツの武器＝『自立支援』と『中重度ケア』の『複合型』 

 

実践のきっかけ 

・以前はレクリエーションやレスパイトが主だったが国が求める自立支援に軸足を置いて

シフトチェンジしようと考えた。『自立支援』や『中重度ケア』どちらかの、サービスに

特化した施設はすでにあるので、大規模だからこそ 2 つのサービスを同時に提供できない

か考えた。 

目標 
・『自立支援』と『中重度ケア』の複合型として自立支援のサービスと中重度ケアのサービ

スの両立 

理想の顧客像 

1． 自立支援 

① 生活課題を抱えている方 

② 明確な目標（やりたいこと）を持っている方 

2． 中重度ケア 

① 中重度の方でご家族のサポートがあり、ご利用者様やご家族様が在宅生活を望ん

でいる方 

② ご家族が介護負担軽減を望む方 

その方を対象に、

どのようなサービ

スを行うのか 

当法人の中に自立支援型のデイサービスと中重度ケアのデイサービス、それぞれの

デイサービスがあるので、デイサービスセンターサンハイツではそれらを両立させ

て初めてオリジナルのサービス＝複合型（武器）になり独自性が出てくる。これら

を行う為にはなにが必要なのか？ 

 

1． 自立支援 

① 生活課題を想定した運動プログラム＝目標別トレーニング 

② マシン、レッドコード等の基礎トレーニング 

2． 中重度ケア 

① 胃ろうや喀痰吸引など 

② リフト浴による入浴 

③ 2 人介助での送迎 

④ 生活課題・介護負担軽減のための活動 

基礎トレーニング・目標別トレーニング・体操 
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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） 

1． 自立支援 

① 国民の努力及び義務（介護保険法 第４条）の唱和 

運動を行う前に唱和を行い何の為に運動を実施しないといけないのかを明確にす

ることで、運動に対して意識を高めていく。 

サンハイツでの約束として 

1） 自分で出来る事は続けましょう 

2） 出来そうなことは練習しましょう 

3） 目標を意識して運動しましょう 

② ＩＣＦ 

デイサービスセンターサンハイツはご利用者様の『参加』を目指している。 

基礎トレーニングだけでは日常生活は改善しないので、ADL の評価を行い、生活

課題を改善させ、参加の為に目標をもって運動を実施していく 

③ 目標設定を行う 

目標を設定するのは簡単ではないので、目標別シート（シートに絵や文章が記載）

を使用ながら、ご利用者様の現在困っている事や、再び出来るようになりたい事

を、専門職のアセスメントと介護職のモニタリングを通して利用者様と一緒に決

定していく。また生活課題は、ケアプランに基づき専門職がアセスメントを行い

抽出していく。 

④ 目標を長期・短期と目標カードにして可視化する（長期目標を達成するために必

要な内容） 

例 

長期目標・・・一人で家の中を歩けるようになりたい・近くのスーパーまで買い物

に出かけたい・旅行に行きたい等 

 

⑤ 作業分析（短期目標） 

長期目標として『一人で家の中を歩けるようになりたい』と目標を設定する。『家

の中を歩く』という中には、立って歩くだけでなく、敷居をまたぐ、戸を開ける、

フローリングだけでなく畳やカーペットなど、素材の違う物の上を歩くといった

多くの過程（作業分析）がある。目標を達成するためには色々な過程をクリアしな

くてはならず、本人様がつまずいている項目が短期目標となる。 

⑥ 目標別トレーニング（生活課題に対する運動プログラム） 

1） 理学療法士などの機能訓練指導員が作成したプログラムを介護職が実施 

2） 少人数でのグループで実施 

⑦ 体操（入浴・嚥下・足腰強化・体つくり・歌 各 20 分） 
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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 

目標別トレーニング参加していない方や、介護度の高い方、運動意欲が見られな

い方を対象に午後からずっと体操を実施。必ず職員が対面で行い、TV も消して行

っているので、ながらで行うのではなくしっかりと実施することが出来ている。 

⑧ 15 分歩行 

広い大きな空間を活かし、ホール内を歩行する。介助の必要な方からお一人で歩

ける方まで、全ご利用者様が参加出来るように、この時間だけは、全職員で対応

し、歩行が困難な方は座って行うボールトレーニングに参加していただいている。

途中で休憩が出来るように、休憩スペースを設置しているので、ご利用者様のペ

ースで実施出来ている。 

⑨ バイキング形式 

『出来そうな事は続ける』『出来そうな事は練習する』という考えに基づき、食事

は自身で準備する。上げ膳据え膳では本来出来ることを奪ってしまい、自立支援

ではなくなってしまう。歩行不安定な方もワゴンを使用することで、自身で出来

ており、1 日を通して中々自席から動けない方も、歩く機会や職員が関わる機会を

作っている。 

 

2． 中重度ケア 

① ADL の維持・向上の為基礎トレーニングの実施 

② 状態観察 

家族・CM への情報提供 

③ 清潔保持・食事・排泄・静養・整容など、お一人お一人に必要なケア 

④ 情報共有 

CM・家族・訪看・訪リハ関係各所への報連相 

⑤ ケアの個別性 

看護師を中心に個別ファイルを作成し、ケアの方法に変化があった際はすぐに修

正を行っている。 

⑥ ケアの統一 

ファイルはタイムスケジュールで管理しているので、ファイルを閲覧することで

誰でも同じ対応を実施できる状態になっている。ケアの内容に漏れがないように、

曜日毎チェック表を作成している。 
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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 

実践の結果 

今まで自施設に武器というものがなかったので、『自立支援』と『中重度ケア』の複合型

とういう新たな武器を作ることが出来たのが最大の成果だと思う。自立支援の取り組みも専

門職が関わっており、目標の達成者や介護度が改善された方もいたり、実際に成果が出てい

る。目標達成者に対して表彰式を開催し、表彰状をお渡ししている。表彰を行うことで新た

な目標が設定されたり、普段口数少ないご利用者様が涙を流したり、笑顔を見せたり、出来

なかったことが再び出来るようになる喜びを感じられていた。利用者が表彰される姿を見る

ことで、他のご利用者様も運動に対してモチベーション UP に繋がっている。 

複合型へ方針転換したが、当初はレスパイト等の中重度ケアの紹介はあるものの、自立支

援での紹介がなかった。外部に営業に行った際に自施設のイメージを尋ねると、昔のイメー

ジが残っており、自立支援の取り組みが内部や外部の CM に周知されていなかった。武器を

周知していくためにはどうすればいいのか課題が出てきた。 

貼付資料 

 資料① ＞  

目標別トレーニング実施内容 

         

 資料② ＞  

        目標別トレーニング（プラグラム内容） 
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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 

資料② ＞  

           表彰状          表彰式 

資料② ＞  

     個別ファイル             チェックシート 
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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)つるかめ 氏名 東海林 佳奈

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！

「生活いきいき！目標達成にコミットするプロジェクト」

実践のきっかけ

Point! まずは、現状を分析しましょう。

＞自立支援を武器にし、目標を掲げて運動している施設の強みを、さらに強

い武器にするために、より目標達成にコミットした施設にするには、と考え

た。

施設目標を「１０ヶ月間で施設長期目標達成２０名」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。

＞①職員の利用者様の目標達成に対する意識の向上。

②ケアマネへの利用状況報告書を使用しての、目標達成の報告。パンフレッ

トを使用しての成果報告。

③利用者様本人と、周囲の利用者様への目標達成のアピール。

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通所介護計画書の施設長期目標と、個別機能訓練計画書の目標の見直し

を行う。

各職種でできるアプローチを個人目標とする。

目標達成プロジェクトチームを作り、チームで動く。

※以下、プロジェクトチームからの提案。

個別機能訓練計画書のプログラム実施後の変化を記入した物を、職員間で回

覧し、目標の達成・未達成状況を把握する。また未達成の場合「何が足りな

くて達成できなかったのか」を情報共有して、次期達成に向けて全職種で取

組む。

リハノートを作成し、日常会話で得られた細かな情報を全職員間で共有し、

課題に対して対応・改善できるようにする。

②利用状況報告書の書式を変更し、毎月ケアプランに記載されている長期目

標と短期目標について、達成・未達成を一目で分かるようにする。

③通所介護計画書の目標を達成した利用者様に、他利用者様の前で表彰して

表彰状を渡し、写真撮影をする。写真は利用者様本人に渡す。施設内に掲示

する。広報誌に載せる。
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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！

＞①通所介護計画書と個別機能訓練計画書の目標の見直し、連動することに

よって、利用者様の手元に置いてあるリハカードにより施設長期目標に基づ

いた目標を記載することができるようになり、「目標を達成するために、何

が必要か」を意識して対応する職員が増えた。

リハノートの作成により、介護員や個別機能訓練に携わった看護師からも、

より細かい情報を吸い上げ、リハに反映できるようになった。ただ、目を通

すべき情報量が多くなってしまっている現状もある。

②利用状況報告書の書式を変更したことにより、より目標の達成状況を伝え

られるようになった。ケアマネからも、ケアマネとして知りたい情報、目標

の達成状況が分かりやすいとの反響があった。利用状況報告書を記入してい

る介護員も、より目標に対して評価ができるようになってきている。ただ、

なかなか書式に慣れるまで時間がかかっている現状もある。

③表彰と写真を掲示したことにより、目標を達成した利用者様は満足感を

得、次の目標にも意欲を持って取り組むことができている。

他利用者様も、表彰を見ることにより、目標達成へのモチベーションが上が

っている。

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

利用状況報告書 パンフレット

表彰写真の掲示 広報誌 リハカード

55



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 横山 美雪

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！

利用者様の身体機能向上を目指して

実践のきっかけ

Point! まずは、現状を分析しましょう。

＞今まで、はっきりとしたウリがないまま、間口を広く利用者様を受け入

れていた。昨年から機能訓練士が 2 名配置となり、今年度から個別機能訓

練加算Ⅰの取得も行い、利用者様の身体機能向上にむけ、多職種連携し取

り組んでいる事を、武器となるサービスにしていきたい。

現在、歩行時、自立か、見守りなのか曖昧なことがあり、職員によって対

応が違っている事がある。

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。

＞多職種連携し、利用者様の状態を確認し、情報を共有しよう。

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！

＞機能訓練指導員考案による「歩行自立度判定」の実施。

・評価人数は 3 人までとし、評価期間は利用回数によって２～３週間とす

る。

・事前に、御家族、ケアマネジャー、利用者様への同意を取る。

・自席からトイレまでの移動、トイレ動作の見守り、介助を行い、介助し

た職員がチェック表へ記入する。

・安全だった場合→空白

・少しのふらつき→△ ３段階の評価

・転倒リスク有→×

評価する利用者様は多職種の意見を聞きながら、選定する。

合格の基準は評価期間全てで○となれば、歩行形態の変更とし、それ以外

では、評価の延長や、一度打ち切りとし、リハビリに繋げていく。
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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！

＞現在も継続中である。

2 名の方は、・歩行器使用→杖歩行自立・杖歩行見守り→杖歩行自立

と判定。

反省点としては、職員も意識して取り組んでくれているが、中には評価判

定の目的に疑問をもつ職員もいるため、今後の事業所の向かうべき方向性

や、統一したサービスの提供ができるよう伝える事が目標である。

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 社会医療法人 博愛会 氏名 鹿内 輔 

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！ 

自立フロア満床計画 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞特定施設入居者生活介護（混合型）、介護付き有料老人ホーム 届出 

施設全館 79名定員。要支援・要介護 59 名、自立 20 名定員 

介護フロア 59 名満床。自立フロア１名入居。 

自立フロアでは特定施設入居者生活介護契約が出来ず、いわゆるサ高住的

なサービス提供のみとなる。近々に介護を要する状況にある方や、介護保

険新規申請中の方からの利用問い合わせは多いものの、現状自立しており

今後も自立した生活を継続したい方からの問い合わせは無い。 

従って自立フロア入居者増に対する戦略が必要。 

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。 

＞年内に施設全館満床 

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！ 

＞介護フロアの延長上として自立フロアを捉えた場合、要支援認定者の中

でも比較的軽度の方や身体介護を伴わない生活支援サービスで生活を支え

られる方に対象が絞られる。その場合、より介護が必要となった場合は介

護フロアへの転階を検討すべきだが、介護フロアは満床及び待機者多数の

ため、容易な転階ができない。 

 そのため自立フロアについては「介護」と切り離したサービス展開を検

討。介護スタッフが自立フロアへ関わる事を無くし、コンシェルジュとし

て別途職員配置を計画。ショートステイ的に 1 泊から体験利用可能な体制

を整備し、アメニティグッズなども準備。 

 地元集客の他、都市部からの移住などもターゲット層として設定しそれ

ぞれにチラシ等を作成。都市部についてはコロナ情勢を鑑みてアクション

を起こす。 
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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！ 

＞現在自立フロア居室家具等整備中 

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 福岡 ひとみ 

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！ 

りすたファンクラブ大作戦 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞機能訓練特化型デイだが「運動はしたくなかった」「麻痺を治してもらえる

と思っていた」というように期待とサービス内容に相違があり中止者が出てし

まう。 

利用者を紹介してくれるケアマネジャーさんが当事業所で具体的に何ができ

るかよく理解されておらず新規紹介されても継続利用につながらない。 

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。 

＞相違による利用中止をなくす 

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！ 

＞１、利用前には必ず体験をしていただき評価シートを作成 

２、相談員が行っていた体験対応を PT,OT,NS 等専門職が積極的にかかわる

ことをマニュアル化（看護師は当日持参した薬情や血液検査データを確認し基

本情報と照らし合わせ不足分を聞き取る、PT,OT は麻痺の程度や可動域、疼痛

の有無など身体評価や生活状況の聞き取り） 

３、改善ポイントや運動リスクを予めおさえた上でニーズを抽出し達成可

能な目標の提案「りすたでできることの提示」を本人に行う。また、体験シ

ートは当日中に担当ケアマネジャーに送付する 

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！ 

＞期待とサービス内容の相違による中止がなくなった 

初回利用時に目標やリスクが周知されているためスタッフの介入がスムーズ

にできる 

担当 CM より「図や数式で評価されわかりやすい」「生活目標を共に確認して

くれる」「意欲を持ち心身機能を維持していけるように関わってくれる」などの

意見を頂き、CM の口コミにより新たな紹介を頂くようになった。 

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 ＞ 

 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 ヒラマツ 虹の夢 津 氏名 伊藤 歩 

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！ 

想いを叶えるプロジェクト 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞入居者様に最後に虹の夢津に居てよかったと思ってもらえるようトモニ

スを有効活用しながら入居者様と寄り添う時間を作り想いを叶える。 

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。 

＞サービスを提供していくためのシステム作りを行う。 

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！ 

＞今期中にシステムの構築やカンファレンスの見直し教育体制を整える。 

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！ 

＞今月から話し合い進めていく。 

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 ㈱芳野ケアサポート 氏名 藤本 隆 

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） 

リハビリ強化！“ブリッジ”プロジェクト 

(①退院後のリハビリに焦点を当てる、②日曜リハ開始) 

実践のきっかけ 

役職者・キーマンにブランディングシート、ブランディングチェックリス

トを書いてもらい、事業所の強みがリハビリであることを再認識した。 

強みを活かす方法と現状の課題を考え、上記プロジェクトを発案。 

目標 

1.MSW 向けの営業チラシ作成(R2.8 月中に作成、9 月より郵送・配布開始) 

2.日曜リハ開始(R2.10.4～)日曜営業チラシの作成と居宅事業所へ郵送・配布(9 月～) 

3.新規顧客 10 名/月獲得(R210～12 月) 

現状及び実施計画 

＜現状＞ 

・リハビリを主に行う 1日型デイサービス(定員 70名、登録約 200名) 

・コロナウイルス流行による利用控え、体験・新規顧客の減少 

 昨年同月と比較し、平均利用数 6名/日減少 

・相談員より居宅(CM))と病院(MSW)では訴求内容が違うとの意見あり 

・現在も日曜営業はしているもののリハ・入浴無し 

 

＜実施計画＞ 

① 退院後のリハビリフォローに焦点を当て、居宅ではなく病院(MSW)向

けにチラシを作成し配布・郵送する(医療→介護の架け橋となる) 

現在は CM向けにイベント案内や空き状況等のチラシ配布。同チラシを

病院にも配布していた。 

② 日曜日のリハビリ開始(平日→日曜までシームレスなリハビリ提供) 

R2.10より、日曜にセラピストを配置しリハビリサービスを提供する。 

新たに職員を雇用するのではなく、現職員で効率的な運営を行う。 

日曜日のリハビリ開始についても、①と別にチラシを作成し CM・MSW

へ配布・郵送を行う。 

③ ①・②を行うことにより、10名/月の新規顧客獲得を図る。 

 新規顧客増については、営業活動だけでなく空き枠を確保しておく必要 

 があるため、長期お休みの方や入院中の方など、登録管理を明確にし 

 徹底する。 
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