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１.転倒、転落による骨折事故を 0 件にするための取り組み 
 
施 設 名 介護老人保健施設 きんもくせい 
介護福祉士 吉田裕明（よしだ ひろあき） 
共同発表者 中塚俊文 木下さつき 古川智之 大屋奈々恵 甲田恵美                                         
 
<はじめに>  

当施設の転倒、転落による骨折事故（以下、骨折事故）は平成 22 年度から 25 年度まで

は年間 1～2 件であったが、平成 26 年度は上半期だけで 3 件発生した。また骨折には至ら

ない転倒、転落事故（以下、転倒事故）は平成 24年度以降、年々増加しており、ヒヤリハ

ット報告は減少傾向である。骨折事故を無くすことを目的に、転倒、転落についての安全

管理対策を見直したことにより効果がみられたため報告する。 

＜方法と対策＞ 

平成 26年度上半期に発生した骨折事故、転倒事故を分析した結果、以下の 4点について、

それぞれに対策を行った。 

①日勤帯の朝食後、昼食後、間食後の時間帯に骨折事故と転倒事故が多いことがわかった。

特に昼食後の 13 時～14 時に事故が多かったため、昼食後の口腔ケアや下膳で見守りが

不足しやすい食堂には見守りを 1 名増やし見守りを強化した。また同時間帯に居室で過

ごしている利用者に対しては訪室回数を増やし、安全確認を強化した。 

②職員の安全管理に関するアンケートを実施した結果、転倒リスクの高い利用者をトイレ

に誘導しながらも、その場を離れることが多いことがわかり、職員の状況認識に関する

判断能力を上げるために、ノンテクニカルスキルの勉強会を実施した。 

③看護・介護の職員とリハビリスタッフとのＡＤＬについての認識に違いがあることがわ

かり、利用者の初回カンファレンス時にリハビリスタッフが参加し情報共有を行った。 

④ヒヤリハットと転倒事故の関連性を調査した結果、転倒事故に関連したヒヤリハット報

告の約半数は、未然に防ぐことができる可能性があったため、ヒヤリハットの緊急性に

応じて朝のカンファレンスで対策を立案し、周知・徹底した。事故報告書は、その日の

うちに安全推進委員や役職が確認し早急に情報を各スタッフに発信することにした。 

＜結果＞ 

骨折事故は上半期３件が下半期は０件になり、転倒事故は上半期、月平均 5.7 件が下半

期は 4.6 件となり昼食後の事故は３月以降、発生していない。また転倒リスクの高い利用

者をトイレに誘導した際は、100％付き添い見守りができるようになった。 

＜考察＞ 

転倒事故件数の多い昼食後の口腔ケアやトイレ誘導時の見守り体制を見直したことや、

ノンテクニカルスキルの知識を職員個々が身につけられるように少人数制で学習の場を

持ったことにより安全管理に対する意識が向上した。また、事故時のタイムリーな多職

種でのカンファレンスによる早期の情報共有は、再発防止に効果的であった。 

＜おわりに＞ 

骨折事故を減らすためには、ケア体制の見直しや職員の安全に対する意識を向上させる

ことなどが重要であり、老健本来の役割である在宅復帰に向けて、利用者に安全で安心で

きる生活環境を提供する必要がある。 

今後も安全対策を強化し、骨折事故を無くすよう取り組んでいきたい。 

 

 

 



２.施設内における安全管理の取り組み 
 
施 設 名 介護老人保健施設 つくも 
介護福祉士 西浩明（にし ひろあき） 
共同発表者 岡野幸夫                                         
 
【はじめに】 
老健では在宅復帰に向けてリハビリを行い、施設内での生活を送っている。しかし生活を

送る中には転倒や外傷など様々なリスクがある。転倒（転落を含む）の事故があると骨折、

さらに入院をきたすことがある。ADL、QOL の低下はご利用者の生活に影響を及ぼすこと

もあり、ご家族にも不信感を与えてしまうため事故を未然に防ぐことができるように施設

内での安全管理(リスクマネジメント）の取り組みを行い、良い効果があったので報告する。 
【目的】 
安全管理の取り組みを行うことで事故を未然に防ぎ、転倒、外傷、誤薬など全体の事故件

数を減らす。 
【方法及び結果】 
事故対策（安全管理）委員会を中心に取り組みを行った。多職種との連携、職員間での情

報共有をすることで安全管理に対する意識の向上を図った。事故を未然に防ぐため、人的、

環境、システムなどのソフト、ハード面の双方から取り組みを行った。ソフト面では①事

故報告書記入方法の見直しと多職種カンファレンスの実施②ヒヤリハットとして捉えてい

た内出血発生時の原因追求③事故定義の見直し④離床センサーの評価⑤勉強会の開催（事

故報告書の記入方法、KYT など）ハード面では①車イス、離床センサーなどの物品管理②

ベッドのボードストッパーの見直し③シャワーチェアーの改善などの取り組みを実施した。

この結果、各職員の安全管理に対する意識も高まり、総件数は 25 年度２０１件が 26 年度

１８６件で８％減少、転倒の事故は１５３件が１３７件で１６件（１１％）減少した。 
【考察】 
委員会を中心に取り組みを行ったことで各自の意識を統一することができた。事故カンフ

ァレンスに多職種が参加することで様々な視点から検討することができた。内出血は原因

不明のものが多かったが、カンファレンスを行い、仮説を立て検討することで減少に繋が

ったと考えられる。勉強会は普段のケアの振り返りや意識の向上に繋がる機会になった。 
離床センサーの評価を行うことでセンサーを解除することができた事例もありどのように

アプローチすれば良いかを１つ１つ具体的に検討することができた。事故定義を統一する

ために検討したことで職員間での共通理解に繋がった。 
【結語】 
安全管理の取り組みはご利用者が生活を送る上で必要なことである。事故には個別性の高

いものも多い。多職種協働のカンファレンスをすることで、様々な視点から事故を検討す

ることができる。情報の共有、多職種間での連携を密に取ることで施設一丸となり取り組

むことが必要である。これからもソフト、ハード面の双方から安全管理の取り組みを行い、

事故を未然に防ぎ、ご利用者が安全、安心、快適に生活を送ること、またご利用者自身が

在宅に帰りたいという意欲を高められるように努めていくことが重要である。 
 
 
 
 
 
 



３.「ひやりはっと」の重要性 ～アクシデント減少効果～ 
 
施 設 名 介護老人保健施設 ライフポート茨木 
介護福祉士 石橋武志（いしばし たけし）  
共同発表者 尾崎博昭 岡本耕平 兼松真澄                                         
 
【はじめに】 
当施設では以前から、医療安全対策会議内で同じ事故が繰り返された事で「ひやりはっと」

（以下「ひやり」）を記入し易く工夫し、「ひやり」を重視する事で、同一事故を減少でき

るのではという研究をした。その後医療安全対策会議で施設における危険予測の周知徹底

を図る為「ひやり」の集計を出し会議後各部署に回覧した。前回の研究に引き続き、ハイ

ンリッヒの法則から「ひやり」の提出枚数が多くなれば「アクシデント」（以下「アクシ」）

の発生数を減らす事が出来るという仮説を基に調査し分析した事を述べる。 
 
【研究期間と方法】 
Ⅰ.研究期間 
第 1 期 H24.7/1～H25.6/30（「ひやり」集計の無い時期） 
第 2 期 H25.7/1～H26.6/30（「ひやり」集計が多い・回覧した時期） 
第 3 期 H26.7/1～H27.3/31（「ひやり」集計が減少・回覧した時期） 
Ⅱ.方法 
1.期間を 3 つに分け、「ひやり」の提出枚数と「アクシ」の発生数の関係を調べた。 
2.「アクシ」の集計で 1 番提出の多い転倒・転落・ずり落ちの分析をした。 
3.「ひやり」にあがった利用者 4 名(ケース①～④)あげ、第 2 期と第 3 期の「ひやり」の

数と「アクシ」の数と第 1 期の「アクシ」の数を比較した。 
4.職員に「ひやり」に関する意識調査のアンケートを実施した。 
 
【結果・考察】 
第 2 期は「ひやり」の枚数が増加し「アクシ」の枚数が減った。利用者ケース①・②から

も「ひやり」が多ければ、「アクシ」が少なくなるデータやケース③・④のように「ひやり」

が少なければ「アクシ」が増えるデータを得た。職員アンケートから「ひやり」はあなた

や同僚にとって必要ですか？では 100％が必要と回答し、「ひやり」の重要性について理解

出来ている結果もでた。しかし、第 3 期は「ひやり」の枚数が減り、「アクシ」の発生数は

増えている。第 1 期や第 3 期のように「ひやり」の回覧が無い時期や、提出枚数が減少す

れば危険予測が薄れる傾向があり、「ひやり」を継続して記入し、危険予測して業務できる

ようにしたい。また、職員アンケートから「ひやり」を記入する時間がないという結果か

ら「ひやり」はどういう目的で記入するのか周知が足りなかったと反省した。また文章以

外の表現として意見があり、絵や図で示すことで文章を含めた明解な表示も可能である。

このような意欲向上的意見が今後の危険防止や事故軽減に繋がると考える。 
 
【まとめ】 
今回、第 2 期の「ひやり」の提出枚数が多い時は、「アクシ」の発生数を減少する事が立証

できた。今後、危険因子発見時「ひやり」を提出し、必要時絵や図を入れ、情報を共有す

る事で利用者が安全・安楽な生活を送れるような施設作りを目指す。その為に「ひやり」

の大切さを定期的に伝え、判断し行動できる介護者を育成し「ひやり」の定着化と個々の

危険予測レベル向上に繋げる。 
 



４.ＱＣサークル活動による転倒・転落防止 
 
施 設 名 介護老人保健施設 たちばな 
介護福祉士 田中秀幸（たなか ひでゆき） 
共同発表者 竹生勇司                                          
 
はじめに 
 当施設では、平成 23 年よりＱＣサークル活動を取り入れ、現在 5 サークルが活動して

おり、サービスの質の向上に取り組んでいる。介護職員と看護師にて構成された療養棟Ｑ

Ｃサークルで、利用者の転倒・転落について取り組みを行った。利用者が安心して安全な

療養生活を行うためには、転倒・転落の防止がかかせない。当施設の現状を分析し、業務

改善を行うことにより転倒・転落の件数を減らすことができたので報告する。 
 
〔方 法〕 
ＱＣストーリ―に沿って活動を展開 
対象者・・・当施設療養に入所中の利用者 １００名 
現状把握・・平成 26 年 3 月 16 日～4 月 15 日までの転倒・転落事故件数を分析 
対策・・・・利用者にわかりやすい注意書きを設置 

レク内容方法を考えやすいようにレクレシピを作成 
居室の環境整備を実施 
業務内容の見直し 

 
〔結果及び考察〕 
 当施設での転倒・転落事故は 13 時から 17 時の時間帯に多く発生していることがわかっ

た。その場所は、ベッドサイド・トイレで発生している場合が多く、これは利用者がある

程度身の回りのことができると考えられる。又、その時間帯の職員体制にも対策をする必

要があるとわかった。またほかの要因として、利用者が興味を引くレクリエーションの提

供がなく、ベッドに戻られる方が多かったことも考えられた。 
そこで、13 時から 17 時までの転倒事故件数を減らすための対策を行った。利用者自身

が注意できるように、トイレにはポスターを掲示した。業務改善では、より利用者の居場

所確認や見守りが出来るように、スタッフの業務内容、配置を変更した。レクリエーショ

ンでは、新しいものから古いものまで多彩な映画を鑑賞するなど、レクリエーションが常

に行えるレシピを作成した。対策を行うことで、転倒事故件数が 10 件から 2 件に減少し

トイレでの転倒は 0 件に減らすことができた。この対策を現在も継続することで、転倒事

故件数の増加は減少傾向にある。 
 
〔おわりに〕 
 ＱＣサークル活動を取り入れることで、日常の業務の見直しやサービスの質向上への意

識を高く持ち、業務改善の活動を行いやすくできている。また職員の協力体制も作りやす

く、ＱＣサークル活動は効果的である。転倒・転落事故がなくなることはないが、取り組

みがなければ減ることもなく、今後も転倒・転落事故対策に取り組み、利用者が安全に生

活できよう努力する。 



５.事故報告件数の多い利用者への対応 
 
施 設 名 介護老人保健施設 ケーアイ 
介護福祉士 高畑良亮（たかはた りょうすけ） 
 
                                         

 
Ⅰ．はじめに 
ケーアイでは毎月安全管理委員会を開催し、安全確保に努めている。それぞれの部署に

安全管理推進委員が配置され、個々の事例検討や事故防止対策の検討等を行っている。 

平成 26年 4月から 11月までの施設全体のインシデント・アクシデント件数は 93件発生

しており、そのうち転倒に関するものが 89％を占めている。89％の中には、複数回転倒者

も含まれており、今回は複数回転倒者の中でも期間中 10回の転倒を繰り返している利用者

に対して取り組んだ事例を報告する。 

Ⅱ．事例紹介 

 Ａ氏 男性 98歳 要介護 3 障害自立度Ｂ2 認知症自立度Ⅲａ ＨＤＳ－Ｒ8点 

下肢筋力の低下があり立位は不安定である。歩行は日常的には行っていないが、リハビリ

では歩行器歩行が軽介助で 40ｍ程度の歩行が可能。物に対する執着や思い込みもあり、こ

だわりが強い為、自分の思い通りにならないと大声を出し他者を威嚇する等の行為がある。

自宅でも転倒歴があり、入所当初よりブレーキのかけ忘れやフットレストの上げ忘れ、自

己にて歩こうとする行為が見られ転倒を繰り返していた。 

Ⅲ．介護の実際 

まず、10回の事故報告の時間帯・転倒状況・場所などの分析を行った。その結果、深夜

の時間帯に事故が発生している状況が見えてきた。この為、深夜 0時から 3時まで、30分

おきの巡視を１週間実施し、ヒヤリハットを書き出していった（１週間で６件発生）。ヒヤ

リハットを基にカンファレンスを行った結果、夜中にトイレに行くという行動パターンが

見えてきた。巡視時、靴と車椅子が移乗しやすい位置にあるか確認、枕灯が点いたら様子

を見に行く、排泄時は付き添う対策を実施し、さらに１週間効果を確認した。 

Ⅳ．結果・考察 

平成 27年１月から 4月末までの転倒回数が 3件と減少した。 

以前は複数回転倒をくり返しているにも関わらず、行動を注視するという曖昧な対策しか

立案していなかったが、日中と夜間とのＡＤＬの違いを把握する、臥床中の靴や車椅子の

位置を移乗しやすい位置に整える、枕灯が点くと本人が動き出すなどを理解し、本人の行

動パターンに沿った対策を立案・実施したことで、転倒回数の減少が見られた。０件にな

らなかった理由は、他の利用者のコール対応等で対策が実施できない為であった。 

Ⅴ．終わりに 

 今回の活動を通して、転倒場所の検証や環境整備の重要性、本人の疾病状況、体調の把

握など多方面からの分析を行うことが重要だと感じた。利用者にもこだわりがあり、職員

が介入できない所があるという理解も重要であり、リスクばかりに目を向けるのではなく、

利用者の生活習慣を重視することも生活の質の向上に繋がると感じた。   

 

 

 

 



６.手洗いに対する意識向上に向けて 
 

施 設 名 松下介護老人保健施設 はーとぴあ 

看 護 師 川島誠子（かわしま せいこ） 

共同発表者 高田晴美 松林宏美 浅田久子                                          
 

（はじめに） 

当施設では 2012年 10月から 2013年 2月にかけて疥癬・インフルエンザ・ノロウイルスの

集団感染が連続して発生し、2014年 4月には再びインフルエンザ集団感染が発生した。 

ひとたび集団感染が発生すると利用者の楽しみである様々な行事が中止になるだけでなく、

入浴やリハビリ等の日常生活までも阻害される。スタッフも消毒などに追われ、利用者と

接する時間が取れない状況となる。そこで、二度とこのような大変な経験をしないように

感染が拡大した要因を検討した結果、感染対策の基本である手洗いが問題ではないかと考

え、現状把握と対策に取り組んだので報告する。 

（方法・実施） 

①手洗いに対するアンケートの実施 

②グリッターバグの実施 

③グリッターバグの結果の掲示 

④手指消毒剤の導入と使用頻度の実態調査 

⑤月毎に感染予防に関することや手洗いの手順を記入したポスター作成と５分間勉強会 

（結果と考察） 

3 つの感染症すべてで感染拡大は全介助の利用者間から始まった。これは感染経路がスタ

ッフの手である可能性を示している。アンケート結果をみると、手洗いの必要性は理解し

ているが、時間的に余裕が無くなると手洗いが行えていないと自覚しているスタッフが３

割にのぼった。また、手が目に見えて汚れていないと水洗いしかしないスタッフもいたが、

グリッターバグを行うことで自分の手がいかに汚染しているかを認識するスタッフが続出

した。スタッフ全員が手指消毒剤を常に携帯することとし、使用頻度測定を行ったが、介

助量が多く時間的に余裕のないフロアではやはり使用頻度が少ないことがわかった。 

高齢者施設において感染予防対策は最も重要な課題の一つであり、手洗いは最も基本で簡

単な対策である。その事をほとんどのスタッフが理解しているにも関わらず、手洗いが不

十分となっている現状がある。その理由としては、感染という目に見えないものに対する

関心の薄さと感染症が発生しない限りは他人事のように感じてしまうことが可能性として

考えられる。そこで、感染予防に対しての関心を継続して持って貰うために月毎に感染や

手洗いに関するポスターを掲示、５分間のミニ勉強会を行って啓蒙を続けた。さらに時間

がない中でも手指消毒ができるようにスタッフ個々が身に着けて使用できる手指消毒剤の

導入を行った。また、グリッターバグで明らかとなった手の洗い残しも掲示した。これら

の対策により 2015年には近隣の地域でいくつもの集団発生の情報があった中、当施設に於

いてはインフルエンザ・ノロウイルスの発生は１件もなく経過することができた。 

（まとめ） 

今回の対策の効果は得られたが、これを継続するにはまた違う対策が必要である。また、

スタッフの一人一人が手洗いを必要と感じる場面は異なっていたため、日々の業務の中で

どの場面で手指消毒が必要であるかを明確にし、統一した手洗いが出来るようにマニュア

ルを作成中である。 

 
 
 



７.「これってスピーチロックじゃないの？」～体験しようスピーチロック～ 
 
施 設 名 介護老人保健施設 箕面グリーンビィラ 
介護福祉士 岩崎麻紀（いわさき まき） 
共同発表者 古財誠也 秋田仁士 有村準 北浦浩子                                         
 
【はじめに】 
スピーチロックとは、高齢者をベッドや車いすに縛り付けるなどの体の自由を奪う身体

拘束とは異なり「言葉による拘束」のことで、言葉によって利用者の行動を抑制、制限し

たりする介護者の「言葉による対応」を指す。このような声かけは、利用者の BPSD や不

穏な状態を引き起こす原因となるため、言葉がけには注意が必要となる。しかしどのよう

な言葉がスピーチロックの言葉に該当するのかなど、明確な基準はなく、職員一人一人に

も認識の差があると思われる。今回、ロールプレイング研修を通してスピーチロックにつ

いて職員が実際に体験する取り組みを行った。 
【目的】 
・職員が実際に遭遇した場面を通して、ロールプレイングを行い、職員や利用者の立場に 
 にたって、スピーチロックを認識する 
・ロールプレイングを通して、スピーチロックを自分のこととして受け止め、職員として 
 の行動、言葉遣いについて考えられる 
【方法】 
① 各部署に 1 か月間意見箱を設置し、「これってスピーチロックじゃないの？」と感じた

職員の言動を投書してもらう。（記名；無記名は自由とする） 
② 集まった意見をもとに、身体拘束廃止委員会でロールプレイングを行うための役割・場

面設定をつくる。 
③ 委員会のメンバーで実際にロールプレイングを行い、どのように進めていけばいいのか

を委員会内で統一する。 
④ 療養科（機能訓練室を含む）、デイケアに分かれ、4～5 人のグループを作成、委員が進

行を行いながらロールプレイングを行い、その後に話し合いとアンケート記入を行う 
【結果】 
職員からの意見をもとに場面設定を行うことで、身近な場面としてとらえることが出来

た。また職員役、利用者役、観察者と役割分担を行い、各自がそれを演じることでそれぞ

れの立場にたって、その時の気持ちを感じたり、考えることが出来た。 
【考察・まとめ】 
 各職員によって受け止め方は様々であるが、言葉がけの仕方について改めて考える良い

機会になったと思う。概ね職員中心の視点で考えてしまっているために、言葉遣いがきつ

くなってしまっていることを再認識できた。また普段見かけたことのある場面だからこそ、

自分たちで体験することで、客観的に考えることが出来たのではないかと思う。今回は時

間の関係で１場面しか体験できなかったが、他の場面でも行ってみたいという意見も出て

おり、今後の研修としても検討していきたいと思う。 
 私たちは介護・看護のプロとして、自分の言動がスピーチロックとなり、利用者の BPSD
の憎悪を招くことを十分に理解し、接することが大切である。今回の研修で感じた気持ち

を忘れず、今後も高齢者の気持ちや状態を思いやり、自分の心に余裕を持って、利用者が

安心して生活できるようなケアを行っていきたい。 
 
 
 



８.“ほのぼの会話で”いきいき笑顔！ 
 
施 設 名 大阪市立介護老人保健施設おとしよりすこやかセンター北部館 
介 護 職 員  佐藤珠美（さとう たまみ） 
共同発表者 細川栄子 森田真苗 舩木健 黒田健二 西村知明                                          
 
はじめに 
 私たちは、日常の中で“ほのぼの会話”をする余裕などないと考えてしまう。 
しかし、少し手を休めてみると普段何気なく話している会話の中に、利用者の“その人ら

しさ”が感じられ、ほのぼのとしてしまうことは沢山ある。 
 生活の場に施設と在宅と違いはあるが、私たちに意識した“ほのぼの会話”の時間があ

れば、利用者の見方・考え方・どのようなことに興味があり、楽しいと感じられるのかを

知ることができるのではないかと考えた。 
 そこで、“ほのぼの会話”の内容だけではなく、この視点を意識しながら『さり気なく、

利用者の事を知り、楽しい時間を共に過ごしたい』の思いを込め活動に取り組んだ。 
この過程と結果について発表する。 
 
Ⅰ，活動目標と方法 
 ① “さり気なく”利用者の事をもっともっと知りたい意識を持とう 
 ② “楽しい時間を過ごしたい”利用者の思いを意識して感じ取ろう 
 ③ “同じ場を共有する仲間”と感じられる風景・空間を作り出そう 
 デイケア・各療養階の３部署でそれぞれに利用者の個性を活かした活動をする、とした。 
 
Ⅱ，活動の実際 
 活動 ① 「ずっとずっとお洒落な私でいたい」・ 昔語りを共に“あの頃にワープ！” 
 活動 ② 「目線が上がれば心も体も上がる」 ・ “プチ散歩は自由の女神” 
 活動 ③ “頑張りたい！”気持ちで体が動く・“したいことがある時間”が私の居場所 
 
Ⅲ，考察 
 ① 「ほっと ひとこと」で、利用者の夢と希望を支える 
 ② 「ふんわり ひとこと」で、楽しい感覚と幸せ感が漂う 
 ③ 「なごみ ひとこと」で、施設生活が「和み空間」に変わる 
 ④ 「さらり ひとこと」で、自分の居場所があると感じられる空間になる 
 “ほのぼの会話”で紡ぐ４つのケア環境が誕生し継続している。 
 
おわりに 
 心に寄り添い・引き出し・向き合い、心の耳を澄ませながら心と身体にピッタリ寄り添

う『ささえびとになる』を目指し続ける。 
 
 
 
 
 
 
 
 



９.まだやれる！！ ～新人君は、介護ロボット～ 

 

施 設 名 淀川キリスト教病院老人保健施設 

介護福祉士 多田彩子（ただ あやこ） 

共同発表者 木村恵太 村田まさみ 福永多美恵                                           
 

当老健は開設して 16 年になるが、離職率が低く、働き甲斐のある職場である。しかし、

スタッフの高齢化が進んでおり、腰痛になる者が多い。故にこの度機械を導入しての介護

を検討し、結果「i-PAL」というスタンディングリフトを導入の対象とした。i-PALは国の

施策であるロボット介護推進プロジェクトに則っての使用となるため、種々の計測を必要

とした。実施方法を以下に示す。 

 まずは i-PAL を使用する利用者を限定し、その中から計測の対象者を 1 名選出した。計

測方法は、①介護者と被介護者の変化、②腰の負担の有無、③介助時間の長さをみる。i-PAL

の講習を受けた後、３日１セットの計測を９月に二回、１０月に一回、１１月に一回、１

２月に一回の計五回行った。計測者二名のうちの一名が i-PALを使用し、一名が記録する。

記録の方法にはスマートフォンを使用する。ケア項目、自立度、場所、目的、方法、きっ

かけといった項目があり、ケアを行った時刻やかかった時間も合わせて記録される。 

 結果、これまではスタッフの腰の負担が強くかかることから、排泄は基本的にベッド上

で行い、希望があれば 1 日 1 回を限定に二人介助でトイレに座っていた。しかし、i-PAL

を使用することにより、希望時に毎回トイレで排泄できるようになり、現在はトイレに行

く回数が増えた。 

 また、計測と並行して i-PAL を使用した介護スタッフにアンケートを実施した。「スタ

ンディングリフトを使用して、腰痛などの負担が軽減したと思いますか？」という質問に

対しては、i-PAL の使用が腰痛予防につながり、今後も使用していきたいという回答が６

割を超えた。 

 これらの結果を通して、ロボット介護機器を使用したことにより、介護者の負担が軽減

され、同時に利用者は遠慮や気兼ねなく移乗や排泄の介助を求められるようになった。ま

た、移乗や排泄の回数の増加に伴い、下肢筋力や腹筋などを使用することにより利用者の

ADL の向上につなげられたと考えられる。しかし機器に不具合が生じたり、慣れない機器

の使用により時間を要することが度々あった。そのため、機器の改善と、介護者の使用技

術の改善が必要であるとわかった。人的介助と同等で使用できるようになれば、ロボット

介護機器が広く利用されると考える。 

 現在は日勤帯での排泄時にロボット介護機器を使用することが主だが、今後は介護者が

少なく、負担が多くなる夜勤帯での使用を目指していきたい。そのためには、どのような

場面でも介護者と利用者が安全に安心して使用できるよう運用方法の見直しが必要である。

また様々な福祉用具や介護ロボット機器の導入も検討し、人間とロボットが共に働ける環

境づくりをしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.新規利用者の送迎時の情報共有を図る 
 
施 設 名 介護老人保健施設 華 
介護福祉士 井上信一（いのうえ しんいち） 
共同発表者 藤川博昭                                         
 
【はじめに】 
新規利用者を受け入れするにあたり、現状は申し送りでの口頭だけの情報紹介であった。

そのため送迎方法が解りにくい、又スタッフ間での情報の共有を図る際にも、うまく引き

継ぎが出来ていないという事もあり、問題解決のためにスタッフ間で検討を行い、情報の

共有化が行えたので報告する。 
【問題点】 
新規利用者を受け入れするに当り、現状の申し送りで理解しにくい問題点を挙げた。 
自宅内、自宅周辺の介助方法の注意点、利用者の ADL 状態、福祉用具の操作方法、 
持ち物、鍵の保管方法と設置場所 
【対策】 
今までは申し送りでの口頭のみの説明で言葉だけで伝えきる事が困難であった。 
問題点解決のために、面談時に写真や動画を取り情報の収集を行い、それを元に申し送り

を行う。 
【結果】 
写真を用いることで、自宅内や自宅周辺の介助方法も注意箇所について想像しやすくなり、

口頭だけの紹介より理解しやすくなった。動画を用いる事で利用者の ADL 状態が把握で

きた。送迎時のリフトの昇降手順、使用方法が理解できた。 
今までは持ち物（胃瘻物品、薬等）の名称での説明であったが、写真を見る事で全スタッ

フの理解度が向上した。鍵などの保管場所は分かりにくい場所に設置している事が多い為、

写真と口頭での説明を行う事で理解度が向上した。 
【まとめ】 
新規利用者の情報が以前は口頭説明であったが今回、問題点を挙げ対策で写真、動画を用

いる事で理解しやすくなり、送迎方法の引継ぎも容易になり、スタッフ間での介助方法に

もばらつきが減り、統一した介助が行えるようになった。 
送迎を担当するスタッフの理解度も向上し、スムーズに送迎の介助が行えるようになった。 
【考察】 
今回、利用者の情報を写真、動画を用いる事で、目で見て耳で聞くと言う方法を行う事で

情報の共有化を図る事が出来た。 
【今後の課題】 
今後は現在利用中の利用者についても、ADL の変化や住宅改修、引越し等による状態や環

境の変化時についても、同様の取り組みを行い、スタッフ間での情報の共有化を図り、利

用者と家族が安心して利用して頂けるように、日々真摯に業務に取り組み改善を行ってい

きたいと感じました。 
 
 
 
 
 
 
 



11.「回想法ボランティア養成講座の開催」～５年間の取り組みと実績～ 
     

施 設 名 吹田市介護老人保健施設  
介護福祉士 永井一成（ながい かずしげ） 
共同発表者 佐上雅宣 上田智之 壺井歩見 岩田敬子                                         
 
【はじめに】 
老健は地域に開かれた施設として、住民と連携した地域づくりへの貢献が期待されてい

る。当施設では回想法を活用した支援者の養成を行っている。平成 22 年度より開講してい

る「回想法ボランティア養成講座」の 5 年間の取り組みと実績を報告する。 
【目的】 
「回想法ボランティア養成講座」（以下講座）の目的を「高齢者が語る回想の聴き手とな

る支援者を養成し、施設内での研修の機会を積み、地域で活動する人材を増やすこと」と

した。 
【方法】 
講座は週１回の計４日間で、１日の講座は２時間を設定し、４日間連続での受講を講座

の修了要件とした。募集は市報掲載とチラシを近隣公民館等に配布した。募集定員は 30
名で、修了者にはシンボルリングを授与し、回想法ボランティアとして活躍できるように

当施設での今後の活動についても提案した。 
【経過】 
講座は 10 月の毎週水曜日に当施設で開催した。内容は、回想法に関する講義として、「高

齢者の健康について」「認知症の理解」等の座学と、回想法体験の演習を毎回取り入れ、最

終日には実際のボランティア活動を想定し、当施設の利用者と共に「グル―プ回想法」を

行った。 
 講座終了時のアンケート結果から、講座に対する満足度は高く（大変満足 62%・満足 32%）、

「今後、回想法を活用したいか？」の問いに対し、９割が何らかの形で回想法を活用した

いとの意見を占めた。 

【結果】 
平成 22 年より、5 年間で当初の目標数である 100 名の修了者を養成した。養成者の中か

ら現在も回想法ボランティア「想ひ出サポーター」として、毎水曜日に１時間のグループ

回想法の活動を行っている。「想ひ出サポーター」に対して行ったアンケートでは、継続し

たボランティア活動を希望されており、『活動終了後、利用者からとても嬉しそうな笑顔で

「ありがとう。楽しかったわ」と声をかけていただけたときは、私自身も心から本当に良

かったと嬉しく思います』などの肯定的な意見が多く聞かれた。ボランティアとのミーテ

ィングを定期的に開催し、また、スキルアップをして頂く為に研修会を毎年開催するなど

ボランティアの後方支援にも努めている。 
平成 26 年には、吹田市以外の方も多数参加され、その際に「自分の地域でも活動したい」、

「どこに相談すれば回想法のボランティア活動ができますか？」との要望や質問があり、

活動に向けた関心の高さが示された。 
【考察】 
講座は、座学の講義に留まらず演習を毎回取り入れたことで、受講者のイメージが高ま

り、実際のボランティア活動へと結び付けやすかったと考えられる。そして、グループ回

想法に参加の高齢者からの肯定的な感想がボランティア活動継続への動機付けの一部とな

っていると考える。今後も更なる情報発信に努め、回想法ボランティアが当施設だけにと

どまらず他の地域にも根ざした活動を展開できるよう支援していきたい。 
 



12.「リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ算定にあたっての取り組み」 
 
施 設 名 育和会介護老人保健施設 ひまわり 
支援相談員 大家美幸（おおや みゆき） 
共同発表者 荒木直人 酒井万智子 今江美枝子 大石涼介                                          
 
１．はじめに 
平成 27 年 4 月から介護報酬が改定となった。その中で、「活動の参加に焦点を当てたリ

ハビリテーションの推進」がある。 
今般の改定を受け、利用者の安心・安定した在宅生活の維持または向上を図るべく、当

施設通所リハビリではリハビリテーションとケアの提供体制を再編した。その内容の一つ

として、「リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ」の算定がある。4 月に行った 13 件の

リハビリテーション会議から標記取り組みについて報告する。 
 
２．リハビリテーション会議の開催 
対 象 者：新規利用者と現利用者でリハビリテーション計画の見直し月が 4 月の利用者。 
会議開催日：利用者が来所する曜日。 
開 催 時 間：11：00～12：00 の間。1 人 20 分程度。 
会議構成員：利用者、家族、介護支援専門員、施設からは、医師（施設長）、看護師、     

理学療法士、通所リハビリ介護福祉士、支援相談員 
進 め 方：相談員が進行と記録を担当。施設各職種から支援方針と内容を説明、利用者・

家族からはサービスに対する希望や自宅での生活で不安なことを話してもら

う。介護支援専門員からは居宅介護サービス計画や自宅での生活の様子を説

明してもらう。 
 
３．会議を開催して見えたもの 
①会議開催には時間が必要。 
 まず「リハビリマネジメント加算Ⅱ」を算定するということを施設全体で共有する必要

がある。次に施設内利用者・家族・居宅担当介護支援専門員に会議開催の目的と話し合う

内容を説明し、参加予定者を伝え理解を得たのち出席依頼を行った。 
②情報が共有される良さ 
それぞれが把握している利用者に関する情報を伝え合うことで、利用者を中心にして構

成員全員が情報だけでなく「利用者本人を支えていく」ことの気持ちも共感・共有できる

良さがある。また、当施設で提供しているリハビリテーション内容を伝える機会にもなっ

た。利用者の生活が鮮明になり、それぞれがよりよい生活のためにどうしたらよいか具体

的にプランニングに活かせる情報交換が可能となる。 
 
４．今後の課題 
「リハビリマネジメント加算Ⅱ」算定期間中は毎月会議を開催する。家族や介護支援専

門員にとって会議出席が負担ではないか、それが新規利用者開拓に影響はないか懸念され

る。 
また、5 月・6 月にリハビリテーション計画見直しになる現利用者の「リハビリマネジメ

ント加算Ⅱ」算定時期も検討事項の一つである。 
 

 

 



13.関わりについての介護士の意識調査～関わりとは何か？～ 
 
施 設 名 大阪市立介護老人保健施設おとしよりすこやかセンタ－南部館 
介 護 職 員  比良侑司(ひら ゆうじ) 
共同発表者 小倉愛                                         
 
【はじめに】 
一般的に「忙しい業務に追われ利用者と関われない」と、多くの介護士が感じている現

状がある。当施設でも利用者と関わる為に数々の業務改革を行ったが、介護士は「忙しく

て関われない」と感じている。「関わるとは、ゆっくりと会話することを意味するのか」「利

用者との関わりとは何か」「関われていないと感じる要因は何か」を探ることで、介護士の

「関わりたい」と言う思いを解決する手掛かりになると考えた。そこで、アンケ－ト等に

よる意識調査を行い 1 つの見解を得たのでここに報告する。 
 
【方法】 

1.介護士へのアンケ－ト 2.個別面談 3.意識調査 
 
【結果及び考察】 
アンケ－トの結果、①利用者と関われているかと言う問いに『はい』が 56%で、その内

容は「業務の中で少しでも声掛けし会話した時」との回答があった。会話することが関わ

りであり、少しでも利用者に声を掛けたいと言う意図的な関わりの姿勢が見えてくる回答

であった。『いいえ』と答えた人に対し、②忙しいから関われないかと問うと、『はい』が

55%、『いいえ』が 45%であった。忙しいと関わりとは関係がないと感じている人がいるこ

とが分かった。③「利用者との関わり」と「業務」とではどちらが得意ですかと言う問い

に対し、『関わり』21%、『業務』67%、『両方』12%と言う結果がでた。関わりよりも日常

の業務を行うことを得意と言う人が多く、関わりを難しく捉えていることが伺える。そこ

で個別面談で、関わりを持てていると感じている人に対しては、関わりに対する考え方を

共有し継続していくことを確認した。関わりを持てていないと感じている人に対しては『関

わりとは何か』を一緒に考える機会とした。関わりとは、座って利用者とゆっくり話をす

る事や、関わろうと意識して対応する事と認識している人が多かった。介護の専門職とし

て、排泄・食事・移動・入浴・日々の何気ない会話など、様々な場面で利用者と関わって

いる。それらの行為を通して、利用者を知りアプロ－チを掛けているのである。意図的な

関わりと無意識な関わりを総合的に組み合わせ、利用者の人となりを知り、利用者に接す

ることが関わりであると伝えた。その後、関われていないと感じていた人に対して調査す

ると、「日々たくさんの関わりを持ち、業務にあたっていると実感できた」「食事介助 1 つ

の行為が、関わりを意識することで変わった」など、関わりに対しての意識や行動に変化

が生じたとの結果があった。 
 
【まとめ】 
 介護士は、利用者と関わりたいと常に願っている。関わりを難しく捉えるのではなく、

日々の業務が利用者理解に繋がる。介護士自身が「関わり」の認識を変えることで、関わ

れていないと言う否定的な気持ちが払拭できる。この研究は、当施設の関わりの第一歩で

ある。これを、より具体的に展開していくことを今後の課題としたい。 
 
 
 



14.「利用者の座位姿勢を改善しよう！！」 

 

施 設 名 介護老人保健施設 ライフポート泉南 

介 護 職 員  林美耶（はやし みか） 

共同発表者 砂尾和代 井戸章博 大江健太郎 田中朋成                                          
 

（はじめに） 

介護の必要な高齢者は座位姿勢が崩れやすく、身体を安定した姿勢で保持できない場合も

多い。頭や胸、腕の重みを支える事が出来ないと骨盤が前後どちらかに倒れ、背中が丸く

曲がりやすくなる。このような姿勢で居続けると円背を助長する事になり、股関節や膝関

節、呼吸機能などに悪影響を与えてしまう。正しい座位姿勢を保持することはそれらを防

ぐ上で、とても重要な事である。特に自ら自由に姿勢を変える事が難しい利用者には安楽

な姿勢を保持して頂くために、車椅子等に少し手を加え改良する必要がある。今回、座位

姿勢が安定せず 10 分もすると腰を前にずらし、背中が丸まってしまう利用者 A 氏に対し、

食事やレクリエーション時間を使い座位姿勢を安定させる取り組みを行ったので、ここに

その経過と結果を報告する。 

 (対象者) 

対象者：A氏 82歳 介護度４ Ⅲa  

病名：脳梗塞、高血圧、慢性心不全、認知症               

本人は座位時、臀部を意識的に前へずらす事が多い為、骨盤が立たない。 

上半身は、後傾で反り返った姿勢が多い。 

1年に 7回、車椅子からずり落ちた経過あり。 

(実施期間) 

平成 26年 12月 8日～平成 27年 2月 28日 

(取り組みまでの経過) 

初めは車椅子での座位を安定させる為にフットレストを上げ、つま先のみ地面に足をつけ

たが、姿勢に大きな変化は見られなかった。座椅子に変更し、背中と腰を支えるクッショ

ンを使用することで車椅子時より、安楽な姿勢を保てる時間は長くなってきた。しかし、

椅子に深く座ると踵が床につかなかった為、上半身は反りかえったままの状態であった。 

その対策として下腿の長さに合わせた足置きの台を作成し、ノープレッシャークッション

を使用した。この 2 つを使用する事により坐骨固定、各関節の適切な角度を保持する事が

できた。更に背中にクッションを併用することで骨盤の傾きも改善できたが、椅子からの

ずり落ちがあった。ノープレッシャークッションは座面が高く滑り止め効果も弱かった為、

座面からクッションが滑った事が原因であった。ずり落ち防止対策として別の平面クッシ

ョンを２つ折りにし、座面前方に留めた。更に、背面中央部にもクッションを取り付け、

側背部を支えるよう左右に丸めたクッションを設置した。本人の座り心地、見た目も考慮

しソファ風の布を張り付つけた。改良した椅子に対して、職員からは「動けてる？拘束で

は？」との意見がでてきた。各職員に「声掛けや見守りで、ある程度立ちあがることがで

きる」「まわりは固めていないため拘束にはなっていない」など説明を行い、理解を得た。 

(結果・まとめ） 

改良した椅子を使用することで臀部を前方にずらす事が無くなり、上半身も背筋を伸ばし

座れる時間が多くなった。足台を設置すると本人も自然と足を置くようになった。今後も、

姿勢が崩れている他の利用者にも安楽な座位を保持し、食事や集団レクリエーションを楽

しんでいただけるように取り組んでいきたい。 



15.自主練習でＡＤＬの維持・向上を目指す ～短期集中リハビリテーションを終えて～ 

 

施 設 名 介護老人保健施設 グリーンライフ 

介護福祉士 梶由紀子（かじ ゆきこ） 

共同発表者 木内崇裕 藤田浩光 竹内千代美 南山裕美                                         
 

＜はじめに＞ 

当施設では、入所後３ケ月間の短期集中リハビリテーション（以下短期集中リハビリと略す）を実

施している。しかし短期集中リハビリが終了すると少しづつではあるがＡＤＬの低下が見られる。

そこでＡＤＬの維持、向上に向け介護職員がリハビリスタッフと連携し自主練習メニューを作成し

実施した。その結果ＡＤＬの維持、向上に変化が見られた為、その内容を報告する。 

＜目的＞ 

立位機能の維持、向上を目指し、とくにトイレ時の介助量の軽減を図る事を目標とした。 

＜対象者＞ 

A氏 女性 61歳 脳梗塞 右麻痺 介護度5 短期集中リハビリ期間H25.12.24～H26.3.23 

B氏 男性 57歳 脳出血 左麻痺 介護度4 短期集中リハビリ期間H26.5.20～H26.8.19 

C氏 男性 80歳 脳梗塞 右麻痺 介護度4 短期集中リハビリ期間H25.11.5～H26.2.4 

＜研究期間＞    H26.8.1からH26.11.30まで 

＜研究方法＞ 

・短期集中リハビリが終了しトイレ動作（立位）や移動、移乗のレベル低下が見られる利用者と、

研究期間中に短期集中リハビリが終了する利用者の中から３名を選出。 

・担当リハビリスタッフと話し合いを行い、介護職員での自主練習時間を１日５～１０分間、月～

土に約４ヵ月間実施した。 

・個々の自主練習メニューの評価項目を作り○×方式でチェックし月ごとに評価した。 

＜結果＞ 

自主練習を継続して行う事で、立位能力の低下を防ぐことができた。また対象者の中には、立位能

力や気持ちに変化が見られ、自主練習を自ら積極的に取り組もうとされる姿も見られた。介護職員

へのアンケート結果では「トイレ介助が行い易くなった」「立位が安定したことによって、移乗動作

がしやすくなった」等の声が聞かれた。また介護職員での自主練習時間を毎日設けたことと、その

方法を、写真を使用しマニュアル化する事により、統一した自主練習を行う事ができ、他の介護職

員にも「個々の利用者に適した残存能力の引き出し方」が可能となった。 

＜考察＞ 

残存能力の維持、向上を行うにはいかに能力を引き出す機会を増やすかが重要になってくる。しか

し介護職員が利用者全員を自主練習の対象にする事は出来ない。日々の生活の中で自主練習の機会

を増やすためには、トイレ誘導時の歩行やレクリエーションで体を動かすなどの生活リハビリを取

り入れる事が不可欠になってくる。又自主練習や生活リハビリの内容をこまめに見直す事で、体調

不良やＡＤＬ変化にも対応し、より効果的な自主練習を行う事が出来るのではないかと考える。 

＜終わりに＞ 

介護老人保健施設として、多くの方の自宅退所を支援していくためには、今後リハビリスタッフだ

けではなく介護職員や他職種も加わった、生活リハビリを行う事が重要になってくる。今後もリハ

ビリスタッフとの連携を密にし、介護職員が介助を行う際にも利用者の残存能力を少しでも多く引

き出す介助を行い、一つ一つの介助が生活リハビリへと変わっていけるように支援していきたい。 



16.転倒リスクを評価する新たな方法について ～骨盤前後傾運動に着目して～ 
 
施 設 名 介護老人保健施設 オアシス  

理学療法士 碇真実（いかり まみ） 
共同発表者 内堀主税 前田吉紀                                          
 
【はじめに・目的】 

 当施設内において、平成 26年 7月～12月の間で生じたアクシデントは、転倒・転落（以

下、転倒）が約 8 割以上を占めた。転倒リスクの評価にあたり、代表的なスケールである

「Timed Up and Go test」や「Functional Reach test」等を用いることが出来ない高齢者

が多いことから、疾患の有無に関わらず簡便に転倒リスクを評価できる指標を生み出す必

要があった。そこで我々は、体幹に注目し、上下肢機能を積極的には使用せずに座位で測

定可能な「骨盤前後傾運動テスト」を考案した。 

 

【対象・方法】 

当施設において上記期間に転倒を 2回以上経験している転倒群 11名と、転倒を経験して

いない非転倒群（移動や移乗が全介助の者は含まない）11名を対象に、脊柱・股関節の動

きを伴った骨盤前後傾運動能力と転倒との関連性を比較した。矢状面における骨盤前後傾

運動の可動域（active）を把握するため、膝関節 90度、足関節底屈・背屈 0度の角度にな

るように座った対象者の、①安楽座位、②最大骨盤後傾位、③最大骨盤前傾位における基

準点からの角度をゴニオメータで測定するとともに、②と③の値の差を可動範囲（単位：

度）として算出した。なお測定にあたっては、基本軸を大腿骨、移動軸を仙骨後面として、

それらのなす角度が 90度となる位置を基準点とし、基準点より前傾値をプラス、後傾値を

マイナスで示した。また測定前に、対象者に対して口頭と模倣での説明を行った。 

 

【結果】 

 転倒群の平均値は安楽座位で－12.3度、最大骨盤後傾位で－14.5度、最大骨盤前傾位で

－8.2 度、可動範囲は 6.4 度であった。非転倒群の平均値は、安楽座位で－11.4 度、最大

骨盤後傾位で－16.4度、最大骨盤前傾位で－4.5度、可動範囲は 11.8度であった。 

 

【考察】  

 転倒群と非転倒群の数値を比較すると、安楽座位における後傾度合いはそれほど変わら

ないが、転倒群の方が、骨盤の可動域及び可動範囲は小さいことが分かった。過去の研究

でも、動作やバランスには骨盤と同時に動く腰椎（脊柱）の動きが重要であることが示さ

れているが、本研究により、骨盤可動範囲が小さい方がより転倒しやすいことが証明され

たため、「骨盤前後傾運動テスト」は転倒リスクを予測するスケールの 1 つとなりうる。  

また、骨盤可動範囲の拡大は転倒予防につながると考えられる。但し転倒群のうち骨盤可

動範囲が非転倒群に近似する 3 名に関しては、身体状況以外の要因により転倒したと推定

されることから、転倒リスクの予測においては、認知症や服薬状況等、個人の状態を包括

的に捉えることが重要である。 

 

【まとめ】 

 現在、本研究で得られた結果を他職種と共有して入所者の転倒減少に取り組んでいる。

今後、本テストの実施を重ねて転倒を減少させることにより、スケールとしての有用性の

高さを証明していく。 



17.小グループリハビリの取り組みについて 
 

施 設 名 介護老人保健施設 パークヒルズ田原苑 
作業療法士 白石玲子（しらいし れいこ） 
共同発表者 臼井明実 
 
１．はじめに 
現実が断片化されていく認知症の方に対しては人や社会とのつながり、またその人にとっ

て意味のある作業を提供することが重要であると考えている。しかし周辺症状がある方に

対しては、効果的な個別リハビリを提供することに困難さを感じていた。そこで他者の存

在や人とのつながりを意識した集団交流が心身の安定や社会性の回復につながるのではと

考え、小グループリハビリを開始した。ここにその活動の紹介と経過を報告する。 
2.対象者 
不穏、不安の訴えやリハビリ拒否がある重度認知症の方４名 
（HDS-R：A 氏 7 点、B 氏 6 点、C 氏 実施不可、D 氏 8 点） 
3.プログラム 
開始時期：H25.11.6.～   実施時間：週 2 回／1 回 40 分 

導入に際し、安全な場との認識を持つよう席は固定し毎回同じプログラムを行った。また、

他の参加者を自然に意識するよう椅子を円に並べた。プログラムは個人に応じて段階づけ

をし、身体的・精神的負担をかけないよう援助した。 
①音楽療法：手をつないで歌うことで視覚、聴覚、触覚、身体感覚にアプローチし他者と 
のつながりを実感する。曲に合わせて身体を動かすことで快の感情を引き出し、自己の心 

身に関心を持つ。 
②園芸療法：植物や外気に触れて四季を感じ五感を刺激し、時間的・現実的感覚を取り 
戻す。花を咲かせ、実りを収穫して達成感や喜びを他者と共有し、自己有用感を引き出す。 
4．経過及びまとめ 
A 氏は不穏からの気分転換が困難であったが、現在は場に慣れ、放声があっても声かけを

すると落ち着きを取り戻すことが可能となった。B 氏は帰家要求がなくなり、他者に柔ら

かな表情を向け、声かけする場面が増えた。C 氏は他者との距離に敏感だったが、ドアを

開けて待つなど非言語での気遣いが多く観察された。また D 氏は不安の訴えがなくなり、

他者の服や髪を褒めるなど人への興味や気遣いを感じる場面がみられた。音楽療法に関し

ては、自発的に曲に合わせて大きな動きを作るようになり、笑顔や声かけがみられ全体の

活気が上がるようになった。園芸療法の作業中は皆、植物に目を細めて自然な笑い声が聞

かれるようになった。以上の結果から、氏々な周辺症状がみられ孤独感を強める認知症の

方に OT が介入した集団の場を提供することは、他者とのつながりを意識しながら楽しい、

安心出来るといった快の感情を生みだすと考えている。そしてその感情を他者と共有する

ことが社会性の再構築につながると考えている。現在は小グループ時での評価で経過して

いるが、今後は他専門職と連携し、生活場面での評価や援助を進めたいと考えている。そ

してこれからも、集団交流の場を最大限に生かしながらアプローチを行っていきたい。 



18.デイケアにおける集団体操の一工夫～月替わりワンポイント体操を試みて～ 

 

施 設 名 堺市医師会 介護老人保健施設いずみの郷 

理学療法士 坂田幸弘（さかた ゆきひろ） 

共同発表者 近藤倫子 小山直哉 平田真由子 デイケアスタッフ                                         
 

【はじめに】デイケアにおける集団体操を楽しく、効果的に行なうために、リハビリスタ

ッフの助言により、２０分の体操中に約 5 分間のワンポイント体操を挿入し、好評を得て

いるので報告する。 

【ワンポイント体操の紹介】集団体操全体の内容は、原則、椅子に座って出来る、全身的

なストレッチや下肢筋力運動が中心である。 

 月替わりワンポイント体操は 3 つの大きな目的がある。１つは、我々が一番気を付けて

いただきたい、転倒予防目的の体操、２つめは、皆さんが一番関心のある、姿勢を良くす

る目的の体操、３つめはご家族からの要望が一番強い、認知面の活性化目的の体操である。

また月により表情筋トレーニングやむくみ予防運動、尿モレ体操等をトピックス的に行っ

ている。体操の例を以下に列挙する。 

① 転倒予防体操 

・立ち上がりや歩行に必要な大腿四頭筋などの筋力強化運動 

・つまずきを予防する足関節の運動 

・バランスを改善する足趾の運動 

・太極拳の要素を取り入れた運動 など 

② 姿勢を良くする体操 

・腰椎を柔軟にして腰の曲がりを予防する運動 

・脊柱のＳ字カーブを保つネコ背予防体操 

・肩甲骨周囲を整える肩こり体操 

・ストレートネックを予防し頸椎のアライメントを整える体操 など 

③ 認知面の活性化を図る体操 

・遅れ指数えなどの指体操 

・右手と左手で異なる動きや文字を描く体操 

・視覚・聴覚と運動を組み合わせた体操（シナプソロジー） 

・単純計算と運動を同時並行的に行なう運動 など 

【スタッフの声・利用者の声】日常、利用者の前で集団体操を行なっているデイスタッフ

に聞き取り調査を行なった。利用者の反応が良く、盛り上がったものとして、認知面の体

操を挙げたスタッフが多かった。その理由は、出来なくても笑いが出る、難しくてすぐに

できないが、出来たら達成感があるなど、隣の方と出来具合を確認しながら、和気あいあ

いと行えるところが楽しさに繋がっていると思われた。 

 逆に反応の良くなかった体操は、骨盤の前後運動や尿モレ体操など、動きが少なく説明

しにくい運動を挙げたスタッフが多かった。 

 エピソードとして、認知面の体操はよく職員自身が間違ってしまうとのことであったが、

そのことが逆に新鮮で適度な刺激となり、雰囲気作りに役立っていると考えられた。 

【考察】全員が同じ体操を同時に行なうので、両手を使う体操などは片麻痺の方には困難

な事があること、また体力のある方、弱い方で運動の強さの調整が行いにくいことが今後

の課題である。  

 

 



19.～食思向上を目指して。カラーコーディネートの効果～ 
 
施 設 名 介護老人保健施設 桑の実 
介 護 職 員  齊藤勝也（さいとう かつや） 
共同発表者 藤本信広 隅野義郭 松本彩香                                           
 
（はじめに） 

食事摂取量が低下している利用者に対して、どのような対応で食事摂取量が安定、増加

できるかを検討していたところ、カラーコーディネートの観点から暖色系の色（赤、オレ

ンジ、黄色から中性色の緑まで）は自立神経を刺激し消化作用を助ける効果があることを

知る。人間の五感のうち一番情報収集率が高いのが視覚器官 83%、それに対して味覚は 1%

である。つまり食欲は視覚が一番影響を受けることになる。赤やオレンジ、黄色等の暖色

系の色は、食欲をそそり見ただけで胃腸の動きを活発にする効果がある。食欲がない時等

は赤やオレンジといったテーブルクロスやランチョンマットを利用すると印象も変わり食

欲増進効果が期待できる。 

（対象者） 

A氏 女性 93歳 病名：心房細動、認知症 要介護度 1 身長 150㎝ 体重 39.6㎏  

寝たきり判定 A2 認知症判定Ⅱb 長谷川式 16点 

（取組み前の対象者の状況） 

おとなしく優しい性格で人気者であるが、療養室で過ごされることが多くマイペース。食

事量にムラがあり、あまり食べられない事が多く、体重が減少していた。 

（目的） 

1．食事低下している方に暖色の物を使用することにより食事量が増加するか？ 

2．楽しく食事をすることにより ADLの向上につながるか？ 

3．視覚、臭覚、味覚等、五感を使用して食べることにより喜びや楽しみ等の良い刺激を得 

られるか？ 

（取組み期間・内容）平成 26年 2月 17日～平成 26年 8月 17日の 6ヵ月間 

1．食事時、暖色系のランチョンマットを使用 2．他の利用者と楽しく食事ができる環境

の提供 3．記録ノートの作成 

（結果）ランチョンマット使用開始当初は「これ何？」と疑問視されていたが、すぐにラ

ンチョンマットに慣れられる。食事量も少しずつ増えていき、2月の平均摂取量が 3割～5

割であったのが 3月には 7割～10割になる。体重もランチョンマット使用期間中の約 6ヶ

月で 1.6 ㎏増加される。また、活気も向上されレクリエーション等への参加が増え、療養

室で過ごされる事も少なくなり、他の利用者と笑顔で会話されている所も多く見られる様

になる。さらにノートを活用することで多職種や家族との連携が上手く図る事ができ、家

族の面会回数も増える。今回の取組みを開始してから 9 ヶ月後には元気な姿で自宅へ帰ら

れる。日々の A 氏の状態を詳しく知る事で ADL が向上してもらえる事、個別ケアの重要性

をこの取り組みで知る事ができた。 

（まとめ） 

施設生活等の単調な生活の中では、食べる事は大きな楽しみの 1 つであり、生活にリズ

ムを与え、季節感も感じられる。また、食べる事により心理的な満足が得られ、他の人た

ちと同じテーブルを囲み食事をすることで人間関係の形成に役立つ。さらに食事の摂取状

況で病気や異常の発見にもつながる。今回の取組みを通じて、多くの個別ケアを提供する

ことは難しいが、利用者ひとりひとりに合ったケア、対応するという気持ち、利用者の立

場になって行う介護が必要だという事を改めて感じた。 



20.多職種協働で「おいしい」をもう一度 
 

施 設 名 介護老人保健施設 コスモス楽寿苑 
准 看 護 師  竹田浩幸（たけだ ひろゆき） 
共同発表者 西村剛亮 

 
 
＜はじめに＞ 

  医学が進歩するにつれて口腔より食べられなくなっても生き続けることが可能になっ

たが、口から食べる機能を残している人にも安易に経腸栄養を継続的に実施しているこ

とがある。 

 当施設の入所者の大半は食事を口腔より摂取することが出来ているが、中には嚥下障

害があり胃瘻から栄養補給し生活されている利用者も入所している。今回経口移行摂取

への取り組みを行った内容を報告する。 

 

＜事例紹介＞ 

Ａ氏・８１歳・女性 

脳梗塞を発症し重度の脳血管性認知症となる。左半身麻痺あり。ＡＤＬは全介助となり、

入院先の病院で食事を拒否し経鼻チューブを再三自己抜去していた為、胃瘻造設され当苑

に入所する。 

 

＜取り組み内容＞ 

 入所時より、病院と同様の注入食が開始となる。開始当初は、昼夜逆転傾向で大声を

出し、机や壁を叩き胃瘻チューブを自己抜去する行為が度々みられた。介助時に、つね

る・叩く等の行為もあったが、根気よく声掛けを行い規則正しい生活を送って頂けるよ

うに援助した。昼夜逆転傾向が徐々に改善されるようになり、日中に他の利用者が水分

補給しているのを見て度々ジェスチャーで口渇を訴えるようになる。家族に報告すると

「できる限り口から食べさせてあげたい」と強い要望があった。 

 直ちに多職種でのカンファレンスを行い経口移行摂取についてのケアプランを作成

する。歯科医の診察で嚥下反射に問題がなかったため、多職種立会いの下で半固形食か

ら開始する。経口移行を行った当初は拒否することが多かったが、出来る限り本人が摂

取したい時間に合わせ、また、器や盛り付け方を工夫することで摂取量が増えるように

なる。リハビリでは、誤嚥しないように理学療法士による咀嚼筋や側頭筋等の訓練を継

続的に実施した。その日によって食事のムラはあったが、次第に５割以下であった食事

が全量近く摂取できるようになる。食事量が増えるにつれ、食事回数・食事形態を随時

変更し、現在ではミキサー食を１日３食自らスプーンを持って自己摂取できるようにな

った。 

 

＜考察＞ 

口から食べるという行為は、神経系を活性することができる。また、「おいしい」「う

れしい」等の記憶を呼び覚ますことができるのではないかと考える。これが、人間本来

の形であり人間としての尊厳を守ることが出来るのではないでしょうか。結果がどうあ

れ、今後も経腸栄養している利用者と関わる場合、どうしたら経口から摂取できるのか

考え多職種一丸となって連携を図っていきたいと思う。 

 

 



21.口腔ケア委員から口腔食事環境委員への改編 
 

施 設 名 介護老人保健施設 さやまの里 
管理栄養士 西田有里（にしだ ゆり） 
                                         
 
〔はじめに〕 
 当施設の口腔ケア委員会は、介護士・看護師・歯科衛生士・管理栄養士・施設長（歯科

医）で編成されている。長年、委員会が取り組んだ積み重ねが形になりつつあるのでここ

に報告する。 
 
〔口腔ケア委員の取り組み〕 
委員会では口腔清掃の徹底に着目していた。口腔ケアの場所や勤務体制などの検討を繰

り返し、毎日毎食、口腔ケアの支援が充実するよう取り組んできた。口腔ケアを適宜実施

し続けてきたことで口臭がなくなり、口腔清掃の技術を学ぶ取り組みにまで発展した。利

用者の口腔内環境に目が行きとどくようになり、口腔機能評価の必要性を感じたことで

2012 年より口腔機能維持加算・口腔機能管理体制加算の取得へとつながった。口腔ケアの

環境が充実してきたことで、委員会では次のステップを検討することとした。 
 

〔改編にいたる経緯〕 
口腔清掃がルーチンワークとなり、安定した支援が継続できるようになったため、委員

会では次の課題を検討した。各々の委員から口腔委員会に関わって気づいたこと、口腔ケ

ア委員にできることを出し合った。結果、利用者の口腔内を整えることで「食事や唾液の

むせ込みの改善」「発熱・肺炎予防ができる」「安全な食事環境を提供する」ことがあげら

れた。 
 

〔口腔食事環境委員のはじまり〕 
 2014 年度より、委員会名を改定する。主な取り組みは、昨年度までの口腔ケア委員の内

容を継続しつつも、新しい視点を取り入れることとした。まず、常日頃から続けられてき

たミールラウンド（食事観察）に焦点をあてることとした。利用者の食事環境にまつわる

アセスメントを実施する知識を得て、他の職員に伝授でき、委員だけでなく他の職員も同

じ言動ができるようになることを目標とする。ピックアップした利用者の問題点、原因、

改善方法を具体的に話し合い、支援方法を定期的に評価し、他の職員にフィードバックし

ていくことを始めた。 
 
〔今後、委員会が目指すこと〕 
 介護報酬の改訂により、経口維持加算Ⅰ・Ⅱが取得しやすい内容となった。委員会の活

動を経口維持加算の算定要件にもつなげ、職員のモチベーションを保てる委員会活動を継

続したい。 
 
 
 
 
 
 
 



22.調理を通して自信と笑顔を取り戻そう 
 
施 設 名 高石市立老人保健施設 きゃら（伽羅）の郷 
管理栄養士 江川恭子（えがわ きょうこ） 
共同発表者 森歩 城間紀美子 辻泰子                                          
 
【はじめに】 
 施設に入所されている方にとって、自ら何かをするという機会は少ない。「調理する」と

いう活動は、利用者の多くが生活歴の中で経験しているため、関心や興味を持ちやすく主

体的な行動が引き出されやすい。「調理」という活動を通して、利用者は食材の変化や完成

した料理から自分の活動を確認したり、料理を他者に振舞うことで人の役に立つ喜びや楽

しさを体験できる。これらのことから、「調理」が利用者に自信と笑顔をもたらす活動にな

り得ると考え、活動の前後で利用者にどのような変化があったかをまとめ、報告する。 
 
【活動内容】 
 １～２ヶ月に１度開催。利用者９～１２名（メンバーの選定は男女問わず、ご本人の希

望や必要性を考慮し決定）、介護福祉士、管理栄養士などの職員４名、地域のボランティア

３～４名が３グループに分かれる。メニューは、旬の食材を使用し、栄養バランスや作業

工程、衛生面などを考慮し管理栄養士が考える。 
 前日に参加者が集合し、自己紹介、活動の説明、旬の食材紹介、レシピの説明等を行な

う。当日は集合後、レシピの再説明、作業開始。職員は主に利用者のフォロー、ボランテ

ィアは作業を進めることを主に担当する。途中休憩を挟み、水分補給、談笑。作業再開（仕

上げ、盛り付け）、グループごとにテーブルを囲み会話しながら食事をとる。 
 
【結果】 
 特に変化が大きかった利用者の例 
（症例１）普段は活気や自発的な発語もなく、食事も声かけや一部介助が必要であったＭ

氏。料理が好きだったとの情報があり、料理活動に参加。調理が始まると、生き生きと

作業を始める。食事中の会話も弾み、後片付けにも自ら参加。その後の生活では見ちが

えるように笑顔が増え、食事を自ら摂るようになり、自らの発語も増え、活気がアップ。 
（症例２）数年間調理から離れていた不全麻痺のＫ氏。在宅では独居生活になることから

料理を再開させたいというご本人の希望で、料理活動に参加。始めは包丁を持つことに

も怖さがあり、職員の見守り介助が必要であったが、回を重ねるごとに自信を取り戻し

ていく。３回目の作業途中で「私、もうできると思います」という発言があり、包丁の

使用を含め、調理に自信が持てた様子。米を研いだり、簡単な料理であればご自身で準

備できる自信を取り戻し、在宅復帰のきっかけの一つとなった。 
 
【まとめ】 
  参加された方はほぼ全員と言っていい程、色々な良い変化が見られた。限られた環境

である施設生活の中でも、忘れかけていた生活感を取り戻すアプローチをすることによ

って、自分でできることを確認し、自信を取り戻すことができると思われる。今後もこ

の活動を続け、利用者の自信と笑顔を引き出していきたい。 



23.発声練習と嚥下体操 
 
施 設 名 かわちながの介護老人保健施設 てらもと総合福祉センター 
介護福祉士 橋本大嗣（はしもと だいじ） 
共同発表者 吉田俊仁 橋本稔 
 
 
《はじめに》 
 当通所リハビリテーション事業所は利用者定員 50 名で１日の利用が約 30 名から 40 名

前後となっています。利用者の中で食事中等に、むせ込みや咳込みが少しずつ出てきた利

用者に対し、むせ込み、咳き込みを減らす事ができないかを通所職員で検討し、食事前の

発声練習・嚥下体操を行う事で改善がみられた例がありましたので報告させていただきま

す。 
 
《症例紹介》 
氏名 原疾患 脳梗塞 Ａ氏  年齢 80 歳代  性別 男性  介護度 ４ 

 軽度認知症（ＨＤＳ－Ｒ １８／３０） ＡＤＬ 杖歩行 
  
《方法》 
①週 3 回の利用時に食事前の約 15 分間で行う。②発声練習にて口の開口がスムーズに

でき唾液もしっかりと出せるようにしてから、嚥下体操を行う。③トロミの程度や食事形

態も検討する。（刻み食から超刻み食へ変更しその上に、餡をかける等）④家族にも協力を

得て家族へ発声練習・嚥下体操の指導を行い、自宅でも朝、夕の食事前に行ってもらう。

⑤発声練習・嚥下体操のやり方を記載したイラスト付きの資料を渡す。 
 
《結果》 
嚥下体操を実施してから、約 2 ヶ月がたち、徐々に昼食時の、むせ込みが減少し、本人

からも以前に比べ飲み込みがしやすくなったと意見をいただいた。家族からも「自宅でも

むせ込みが減少しているように思う」というご意見があり「このまま家でも出来るだけ継

続していきます。」と返答をいただいた。トロミや、食事の内容の変更等もふまえての成果

ではあるが本人、家族にも喜んでいただいた。又、発声練習も合わせて行っている為、以

前よりも大きい声での会話が出来ており、コミュニケーションの拡大にもつながっていた。 
 
《まとめ》 
自験例から、発声練習・嚥下体操を行う前と、行い始めてから２ヶ月後とを比較した場

合、本人、家族も少しずつ良くなってきているのを体感できていた。職員の目から見ても、

食事中の、むせ込みや、咳き込みは少しずつ減少してきており、発声練習・嚥下体操の効

果がでていると思われる。食事内容を、刻み食から、超刻み餡かけ食に変更していた事も

むせ込みが減ってきている事に効果があったと考えられるが、自宅では、餡をかけていな

いことから、体操による効果が出ている事を改めて確認できた。今後、もう少し対象者を

増やし、食事前の発声練習・嚥下体操を積極的に取り入れて、さらに検証していきたい。

又、通所リハビリテーション利用時のみでは効果が少ないと思われ、継続的に訓練が必要

と考え、本人、家族を指導し、自宅で実施して頂けるよう取り組んでいこうと考えていま

す。 
 
 



24.介護老人保健施設における歯科衛生士の役割 

 

施 設 名 介護老人保健施設 石きり 

歯科衛生士 高萩真理（たかはぎ まり） 

共同発表者 前川香                                         
 

<はじめに＞ 

高齢者施設では、認知症や脳卒中後遺症などによる障害で、誤嚥性肺炎の発症リスクが

非常に高いことは理解できる。今回、当施設における誤嚥性肺炎の効果的な予防方法につ

いて、歯科衛生士が現場でどのように活躍しているかを紹介する。 

  

＜歯科衛生士としての取り組み＞ 

高齢者の誤嚥性肺炎の予防には、健康レベルの維持と日常の口腔ケア、特に口腔内細菌

を抑制することがとても大切だと考えている。 

清潔な唾液であれば、肺に入ったとしても肺炎を抑制できる。特に食前の口腔粘膜清掃

や舌の細菌除去、咽頭残留痰の排除が、食事をおいしく摂取させ、さらに誤嚥性肺炎の予

防にも役立っている。 

当施設では、これらのケアを毎日、歯科衛生士が継続して行い、介護職員へ口腔ケアの

指導に当たりながらそのスキルの向上に関与している。その結果、突然の入院患者を減ら

す事が出来、安定的な稼働率維持につなげられている。 

 

＜方法＞ 

まずは歯科衛生士が、全利用者の口腔内を観察、口腔ケアを行いながら、各個人の口腔

内アセスメントを作成し、利用者の口腔状態をすべて把握する。 

その上で各個人に適した口腔ケアの方法を歯科衛生士自身が実践していく。 

認知症やねたきりで意思疎通困難な利用者に対しても積極的に関わり、フロアーでの口

腔ケア体操等も行っている。 

その取り組みを、数か月繰り返して行っていると、入所者の熱発が激減し肺炎予防が実

感できる。その後、看護師や介護職員へ歯科衛生士が行った取り組みの内容を説明し、実

技講習を行い、全職員に口腔ケアの重要性を伝え、そして効果的なケアの方法を伝える。   

引き続き、歯科衛生士は現場でも介護職員と一緒にケアしながら、口腔ケアの技術を伝達

して行くと、介護職員は継続した学びや関わりができ、口腔ケアのスキルがどんどん上が

っていく。口腔ケアは食事の前後と決めつけなくても、どの時間帯であっても一日に一度、

徹底的にキレイに口腔ケアを行えば、口腔内の細菌数を減らし確実に肺炎を予防出来る。 

 

<結果> 

このように、歯科衛生士が現場で、利用者一人ひとりの口腔ケアに関わっていきながら、

その方法を伝達して行くことが、全職員に高齢者の口腔ケアの重要性が高まり、互いに技

術の向上を図っていくことができる。 

また、利用者のお口の中の情報共有が、発熱予防になり、自分たちの力で肺炎を予防出

来ていることを実感できる。そして、利用者の口腔ケア＝体調管理が安定的な施設運営へ

繋がっていくことが、歯科衛生士の役割であると考えている。 

 

 

 



25.楽しみながらのおやつ作り 
 
施 設 名 介護老人保健施設 ローズマリー 
管理栄養士 土井千鶴（どい ちづる） 
共同発表者 大庭知美                                         
 
ローズマリーでは「料理クラブ」を月に１回実施しています。 

スタッフと一緒に、季節に合わせたおやつを決めていますが、決めるポイントとして、 
① 低コストで、毎日提供しているおやつと違って、あまり出ないもの。 
② 時間的にも技術的にも制限があるので、内容によってはある程度の下準備をしたりする

ことがあっても、作業をしてもらうことがあるもの。 
に重点をおいて決めています。 
「ワッフル」作りに挑戦したときは、スタッフも初めての試みだったので、試作を何度

も繰り返して調整しました。当日はその甲斐があって、利用者も「こんなの食べたことな

い！！美味い！」と目を輝かせながら笑顔で完食され、その姿を見ると、達成感、やりが

いがあります。 
利用者達も、みんなと会話を楽しみながら食材を切ったり、混ぜたり、焼いたり、盛り

付けをトッピングしたりすることで、気持ちも活性化され、身体機能にも良い影響を与え、

自分達で作ったおやつが目の前で出来上がり、出来立ての状態を食べていただけるので、

より一層喜んでもらえるのだと思います。 
食べることは人生の喜びのひとつであり、生きる意欲にもつながるので、この「料理ク

ラブ」を通して、日常生活動作の維持や、視覚、味覚、嗅覚などの五感を刺激して、利用

者達が楽しみながら食べることで、自然と笑顔になれるよう支援していきたいと考えてい

ます。 
「食べる喜びは元気の源」なので、これからもスタッフと相談、協力しながら、美味しい、

楽しい場を提供できるよう取り組んでいきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.認知症ケアの質の向上 
 
施 設 名 介護老人保健施設 ベルアモール 
介護福祉士 藤岡毅彦（ふじおか たけひこ） 
共同発表者 森山正史 宮田辰子 山野博子 三谷知由季 児玉桂介 荒木千尋 

 廣嶋里咲                                          
 
（はじめに） ２６年度の当法人活動目標である「いつも笑顔が返ってくるサービスづく

り」を目標に合わせて「認知症ケアの質の向上」とういう目標に取り組んだ。 

（現状把握） 職員にアンケートとバーンアウト尺度にてストレスの数値を測定した。ア

ンケートの結果、認知症ケアに自信のない職員は全員であった。またバーンアウト尺度の

結果ではストレスを強く感じていること、仕事にやりがいを持てていなことが分かった。

そのため、自信を持って認知症介護を実践する、やりがいを持って楽しく認知症介護を行

う自信・知識の向上を目標とした。 

（原因追求）なぜやりがいを持って楽しく認知症ケアを行えないのかを、手法を用いて検

討した結果、真の原因は認知症の理解不足、知識不足により対応に困ってしまいストレス

を感じることが分かった。 

（対策実施） ①詰所会で認知症ケア専門士による「認知症の理解を深める勉強会」の実

施。各ユニットに分かれ、日々悩んでいる事を話し合うグループワークの場を設け、意見

交換をした。②「職員のストレスを軽減する勉強会」を実施し、職員同士お互いの良い所

を『あなたの素敵カード』に記入し、褒め合った。また飲み会を企画し、アフターファイ

ブでの職員間の交流を図った。③家族に職員やケアに対してのアンケートを行った。結果、

利用に対し不安がある事がわかった。そこで、家族の会を開催し、ユニットの発表会と家

族交流会の場を設けた④職員からパートナーに対しての声かけ・スキンシップ啓発月間を

実施した。クラブ活動予定表を作成し活動時間を明確にした。長谷川式簡易評価スケール

５点以上の方８名を対象者に選び、バイタリティインデックスを使用し評価した。 

（評価・分析） ①対策実施後にアンケートを実施し、認知症介護に自信がある職員は 0

名から 14 名になり目標達成率 54％になった②バーンアウト尺度の数値が軽減され、目標

達成率は 66.6％になった。③家族の会後、アンケートを実施した。「良い機会を作っても

らえて良かった」や「日々の生活や職員のケアのわからない所を理解する機会になった」

と話された。また、家族から労いの言葉ももらえ、職員もケアに対しモチベーションの UP

に繋がり、お互いに良い効果があった。バイタリティインデックスの数値が平均 4.5 点か

ら平均 7点へと上昇し、目標達成率は 117％となった。 

（定着化） ①年に一度、家族の会を実施する。 

②認知症フロアに異動した職員に対して認知症の勉強会を実施する。 

③３ヶ月に１回認知症ケア専門士による勉強会の実施 

④料理研究会を継続するため、月１回の買い物ツアーと料理クラブの実施 

（まとめ） 認知症ケアは終りがなく、利用者と正面から向き合おうとすれば、職員のス

トレスは高くなるということが共有できた。今後もチーム内・家族との情報共有を密にし、

ストレスとうまく付き合いながら、認知症ケアに自信が持てるように対策を定着化させて

質の向上に取り組みたい。 

 

 

 

 



27.洋服の汚れを無くそう！！ 
 
施 設 名 介護老人保健施設 サンガーデン府中 
介護福祉士 柿花尚美（かきはな なおみ） 
共同発表者 坂口始津代 小川晴文 戸倉聡 吉田歩 松尾洋平 辻坂美波                                          
 
【はじめに】 
認知症専門棟では ADL や IADL に対しての支援だけでなく、BPSD に対してなど様々

なケアが必要である。業務改善の一環で職員に対しアンケートを行い、利用者の洋服の汚

れが気になるという職員がいることがわかった。 
洋服が汚れているということは、不衛生かつ家族への不信感にも繋がる。そして、何よ

りも利用者の尊厳を傷つけてしまう。介護の基本に戻り利用者の尊厳を守ることを考え、

洋服の汚れを無くすことに努めた。 
【調査・検討】 
汚れの原因を把握するためにチェック表を作成し、長期利用の利用者 18 名を対象に調査

した。その結果、自己摂取されている方の食べこぼしで汚れていることが多かったため、

その要因を探り食事時の姿勢に着目した。 
利用者一人ひとりに対するケアの内容も、職員間にズレがあり統一できていなかった。 

【実施内容】 
・基本的な食事姿勢の把握を介護職員に促した 
・食事を自己摂取されている方の姿勢を見直すためにセラピストと連携を図った 
・足底が床に着かない利用者へ足台を作成し使用した 
・身体の傾きがある方にはクッション等を使用し、正しい座位姿勢の保持に努めた 
・長時間の座位保持が困難な方には、食事前に臥床時間を設けて体力的な部分に配慮した 
・フロアのテーブルやいすの高さを個人に合ったものへ変更した 
・取り組み内容の表を作成し、利用者一人ひとりに対するケアを職員間で統一した 
【結果】 
上記の取り組みによって体幹が安定し、上肢の緊張がほぐれてスムーズな食事動作に繋

がった。また、食事が視野に入りやすくなったことで食べこぼしが減った方もいた。汚れ

を完全に防ぐことはできなかったが、汚れの程度を大幅に改善することができた。 
介護職員の知識が増えたことによって、食事以外の姿勢に対する意識も高まった。利用

者一人ひとりに合った良い姿勢について多職種との話し合いの機会が増えることで、連携

が強化した。 
洋服の汚れが減り清潔に身なりを整えることで、利用者の尊厳の保持に繋がった。 

【まとめ】 
今回の取り組みを通して、介護職の私達が日々の利用者の変化を発信し、多職種と共に

質の高いケアへ繋げていくことの大切さを実感した。今後も、身体の状態に合わせて多職

種と連携を図り利用者の QOL の向上に努めていくと共に、洋服の汚れが利用者や家族へ

与えてしまう気持ちをしっかりと理解した上で利用者の尊厳を守っていきたいと考える。 
洋服の汚れが完全に無くならなかった理由について、認知症の方に対してのアセスメン

トが不十分だったことが挙げられる。利用者にゆき届いたケアができるように、今後もア

セスメントを重ねていく必要がある。 
 
 
 
 



28.重度認知症入所者の食事量安定と認知機能向上を目指した摂食訓練 
 
施 設 名 蒼龍会介護老人保健施設 ひまわり 
看 護 師 畠京子（はた きょうこ） 
共同発表者 勝丸玲子                                          
 
[はじめに] 本症例は、脳梗塞の後遺症の為、意思疎通がはかれず摂食障害もあり、対応

に苦慮した事例である。しかし、好きな物ならスムーズに食べる時もあり、A 氏にあった

支援方法は何かを考え、先行研究を基に介入し安定した食事量を目指して取り組んだ。そ

の結果、摂食障害が改善され、認知機能も向上したので報告する。 

[目的] 以下の 2点が自分たちの介入によって達成できたかを明らかにする。１.咀嚼力が

向上し、食事量が安定する。2．認知機能が向上する。  

[対象] B 介護老人保健施設入所者 A 氏、80 代後半の女性。既往歴は脳梗塞により左片

麻痺・左半側空間無視が有り、要介護 5。長谷川式スケール 0点。   

[方法] 介入研究。介入内容 １咀嚼機能評価 データ収集方法はＳＴ及び看護師評価と

食事観察。2食事姿勢の改善 食事テーブルと車いすの関係を見直し改善。3食事形態の向

上と送り込み訓練については、食事観察とした。評価方法は 1・2共に介入前後で比較する。

3の評価方法は形態変化の経過と食事観察の経過を基に行った。 

[結果] 期間中発熱・むせなく経過し 4 週目で、全品普通サイズとなる。しかし、時間が

かかる事・毎食安全に自己摂取するには、適切ではないと判断し一部形態を変更する。5

週目として、魚・卵・豆腐は普通サイズ。肉・野菜は 1 ㎝サイズで提供し、経過観察。食

事観察中発語・表情・行動で気付いたことは、1 週目では周囲の動きに気を取られる傾向

にあり、20分を経過した頃からが多い。魚は噛んでいるが、なかなかなくならず最終的に

吐き出す。5 週目では魚は自分で一口大に切り分けている。形態が向上しても注意散漫は

なく、自己摂取。食べこぼしはあるが吐き出しはなくなり、主食・副食共に 8～9割摂取で

きるようになる 

[考察] 咀嚼については A氏の副食には筍・ごぼう・蓮根・など硬い食品も含まれており、

咀嚼することが習慣化し段階的に行った形態のアップが咀嚼力の向上に繋がったと考えら

れる。栄養状態については介入前後で比較すると摂取量が安定したため介入前では 43.8㎏

だった体重が、45.5 ㎏となりアルブミン値は 3.0 から 3.3 に上昇した。咀嚼力の向上が、

栄養状態の改善に関係していると考えられる。認知機能に関して介入前は意味不明な発語

が多く意志疎通困難であったが、介入後は発語が増え、言葉で意思を伝えてくれる事が多

くなった。長谷川式スケールも、0 点から 3 点にアップした。介入内容がＡ氏に適した支

援であったことが、認知機能向上に繋がったと考えられる。 

[結語] 介入により咀嚼力が向上し、食事量が安定したことで栄養状態が改善された。ま

た認知機能の向上がはかれた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.生きてきた軌跡に目を向けて～ミッケルアート回想療法を活用して～ 

 

施 設 名 介護老人保健施設 岸和田徳洲苑 

介護福祉士 新名優也（しんみょう ゆうや） 

                                          
 

はじめに 

 施設では、ミッケルアート回想療法を導入し認知症対策を開始した。導入に当たり、

ミッケルアート回想療法士の認定研修を受け、その過程で関わった利用者の変化や効果

について報告する。「ミッケルアートとは、絵の中に「見つける」「思い出す」という

工夫がされた絵画で、高齢者と介護スタッフの年齢差による世代間のギャップを縮める

ため、 いつでも、どこでも、誰でも使えるコミュニケーションツールである。」 

研究方法 

 1.研究期間：平成 26年 12月 15日～平成 27年 4月 30日 

 2.対象 認知症の診断を受けた入所者。（特に昼夜逆転や、介護拒否のある方のうち 3名） 

 3.方法 週 2 回(火・木)10:00～10:20、ミッケルアート回想療法を実施。本来は複数人

想定の回想療法であるが、今回は導入開始の為、個別に実践。評価には認知症行動障

害尺度(以下ＤＢＤスケール)を用いる。今回、評価期間が約 4 ヵ月と短くＤＢＤスケ

ール 28項目中 13項目のみで評価。 

結果 

1.Ａ氏はＤＢＤスケールが 22 点から、8 点への大幅な改善があり介入前は昼夜逆転で、

不機嫌な表情だったが導入後、夜間良眠出来るようになり穏やかな表情が多くなった。 

2.Ｂ氏はＤＢＤスケールが 28 点から、18 点になったが、期間中に転倒し疼痛により、

被害妄想や悲観的な言動が再度出現。ＤＢＤスケールは、最終的に 24点へ変化。 

3.Ｃ氏は、絵画に興味がなくＤＢＤスケールも 29点から、28点の変化に止まっている。

介入により音楽に興味があることが分かった。 

考察 

1.Ａ氏は、先行研究同様の効果が顕著に見られた。会話が好きな方であった為、話が広

がりやすく回想療法としての効果が高まったと考えられる。 

2.Ｂ氏は、疼痛やその他アクシデントによって十分な効果が期待出来ない事が分かった。

疼痛出現以前は効果があったので、今後疼痛が消失すれば再び効果が期待できるので、

今後も介入を継続。 

3.Ｃ氏は、日頃から介護に拒否傾向で、興味の持てない絵画での介入は困難だった。絵

画を子供っぽいと拒否される事もあった。 

4.他の回想療法と大きな違いは 2つあり、①ミッケルアートは絵画を用い、注目する複

数の要素を盛り込んでいて興味が持ちやすい。その為、Ａ氏と会話が広がり笑顔も増

えた。②介入者は、高齢者から教えて頂く姿勢が相手の自尊心を刺激し、年齢差が逆

に強みになる。 

まとめ 

今回、介入期間も短く対象者も少なかった為、効果を決定づける事は出来なかった。

しかし、介入の仕方、介入のタイミングによってＢＰＳＤの改善やＱＯＬの向上等効果

の現れ方に大きな差が出る事が確信出来た。今後、他の利用者へ広げていく際には、し

っかり見極めて介入し、利用者の生きた軌跡に目を向けて行きたい。 

〈参考文献〉鈴木正典：認知症予防のための回想法、日本看護協会出版会、2013年 

 



30.認知症ケアの重要性を理解してもらうための取り組み 

 

施 設 名 枚方老人保健施設のぞみ 

介護福祉士 赤穂佳一（あかほ けいいち） 

共同開発者 前大地 杉前卓也                                          
 

① はじめに 

認知症ケアを理解させようと取り組んだ内容を発表する。職員の『否定する・止める・

反対する・注意する』の対応方法。そこからで『怒り』や『暴力』、『帰宅願望』をさらに

悪化させていることに気付いた。そこでケアの重要性を理解してもらえるよう取り組んだ。 

② 取り組み 

１.介護のプロとは？ 

介護のプロ意識とは？私たち介護職は誰からお給料をいただいているのか？そこから話

し始め、また、ケアが偶然にうまくいくことがあっても、意図的にできる力があるのがプ

ロだと話し、他にも接遇や感謝の気持ちでケアをしようと進めて行った。 

２.認知症ケアの理解 

認知症の種類・中核症状の理解・行動心理症状の説明をした。出現原因や対処方法、な

ぜ笑顔が大切なのかを説明し、理解を得ることにした。頭では分かっていてもそんなの無

理、出来ないという反応がほとんどだった。現場ではなかなか浸透している様子がなかっ

た。認知症の病状での特徴ではなく、性格や人生感でのタイプ別から見る認知症ケアとい

う、介護寄りの認知症ケアの考え方を伝えることにした。 

３.身体拘束 

のぞみでは身体拘束 0
ゼロ

と掲げているが、行動心理症状が出ている利用者に対し、「座っ

といて・立たんといて」という言葉が飛ぶ事があった。それは言葉の拘束『スピーチロッ

ク』であることを説明した。なぜ、スピーチロックになってしまうのか?それは、行動心理

症状を理解していないからだという事を説明した。 

4.高齢者虐待 

仕事でのストレスは絶対につきもの。イライラするポイントも人それぞれ。イライラが

積もると、手が出てしまう可能性だってあると言う事を話した。認知症状の理解が出来て

いなければさらに悪化していく。介護はそれぞれにストレスを抱えていることを話した。

何に苛立つのか、許せないのか、上司・部下同僚・他部署の職員へ相談してみることで自

身以外の取り組み方、考え方を聴き、悩んでいるのは自分一人ではないという事を話した。 

③ 結果・考察 

1 年を通し、認知症ケアを理解できたのかアンケートで聴き取りをしてみた。理解でき

たかというと結果は出にくいものではあったが、認知症の行動心理症状に対して、「なぜそ

うなったか？」「原因はわかるんですけど・・・」と今までは考えずに対応していたことが、

原因追及をしていた。また、アンケートの意見の中で目の前の利用者からの対応事例を話

してほしいとあり、実践で悩んでいる様子が伺えた。基本的な話の他に、具体例をもとに

話した方が、職員の理解が得られることがわかった。 

④ おわりに 

実践的な対応を学ぶために『いまさらきけない介護塾』というものを開催し、基本的な

介助方法から認知症ケアまで実践的に学ぶ機会を作っている。長い時間をかけ、認知症ケ

アへの理解を次世代のリーダーへ引き継ぎ、年を追うごとにケアのレベルが上がっていけ

るように取り組んでいきたい。 



31.認知症高齢者のニーズをよみとり、個別ケアや家族支援に繋げる 
～想察シートを用いて～ 

 
施 設 名 介護老人保健施設 ベルアルト  
介護福祉士 田中裕美（たなか ひろみ） 
共同発表者 槙山久美 野村勇二 黒田あゆみ 大屋健三 田中祐美子                                                  
 
【はじめに】 

認知症高齢者の不可解な言動にも何らかの意味がある。A 氏の事例を通して、多職種の

職員が認知症高齢者の言動を多角的な視点で検討し、予測したニーズを個別ケアや家族支

援につなげた取り組みについて報告する。 

【事例紹介】 

・A氏 89歳女性・アルツハイマー型認知症・要介護 4・障害高齢者の日常生活自立度 B1・

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲa・装具使用にて伝い歩きや歩行器歩行が可能・時折奇声

を上げる・「どうしたらいいの？」「何かがおかしい」「分からない」などの混乱や焦燥があ

る・3 カ月ぶりに帰国した長女と同居するにあたり、長女より介護に対する不安の声が上

がっている 

【方法】 

A 氏の言動の意味を理解するために、介護福祉士・看護師・社会福祉士・理学療法士・

介護支援専門員・管理栄養士などさまざまな職種のスタッフが、「言葉」「行動」「言葉や行

動に起因する職員が考える A氏の思い」について意見を出し合い、シートに記入した。（以

下、想察シートと呼ぶ）。その後、想察シートから予測した A 氏のニーズを、「自分ででき

ること」「サポートが必要なこと」に分類し、24 時間のケア計画に落とし込んだ。ケアの

実施後、新たに得られた情報は想察シートに追記し、スタッフで再度の検討を行った。帰

国した長女には、想察シートから読み取った A氏の思いと 24時間のケア計画について説明

し、長女の心情や意向を確認した。 

【結果】 

A氏はスタッフの統一した関わりや生活リズムの尊重によって、「どうしたらいいの？」

と取り乱すことや落ち着きなく歩き回ることが少なくなった。また、長女は想察シートに

より、「こんな気持ちでそのようなことを言ったり行動したりしていたのかと思うと、納得

できることも多い」「認知症になってもいろいろな感情を持っていることが分かった」と認

知症への理解を深めることができた。24 時間のケア計画では、「どの部分にどういった介

助が必要なのかがよく分かった」「家でもそれを参考にしながら介護をしてみようと思え

た」と A氏との同居に前向きになることができた。 

【考察】 

認知症の症状は多様であるため、介護に困難さを感じることが多い。しかし、多職種のス

タッフが協働し、多角的な視点をもって A 氏に寄り添うことにより、混乱や焦燥を軽減す

ることができた。また、「自分でできること」「サポートが必要なこと」を明確にしたこと

は、スタッフのケアの統一や個別ケアの確立、長女の介護力向上につながった。今後の課

題は、家族の意見を取り入れながら、介護力をふまえた 24時間のケア計画を作成し、介護

負担軽減や安心感のもと在宅復帰が出来るような取り組みを行うことである。これからも

多職種が連携し、認知症高齢者の個別ケアや家族支援の継続に努めたいと考えている。 

 

 

 



32.人が存在する価値と社会に生きる役割の普遍性 
～誰かの支えになることは生きている証～ 

 
施 設 名 介護老人保健施設 セレーナなとり 
作業療法士 長谷川誠（はせがわ まこと） 
共同発表者 椎木真理 遠山美智留 定本一美 西岡圭世子 廣澤公男                                          
 
【はじめに】 
今回、当施設の入所サービスを利用した事例を通して、身体的能力の如何に関わらず、

人が存在するそのことにおいて、家庭内や社会の中での役割価値は普遍的であることを実

感した。対照的な 2 事例を振り返り、以下に報告する。 
【事例紹介】 

A 氏：80 代後半 女性 変形性膝関節症 
重度の胃潰瘍により入院治療から長期の施設生活を経過し、在宅復帰となる。日常生活動

作は概ね自立していたが、与えられた活動にのみ終始し、ルーチン化された生活が続いて

いた。 
 B 氏：70 代前半 男性 症候性てんかん 脳梗塞 右片麻痺 失語症 右内頚動脈閉塞 
 脳梗塞の既往により重度の右片麻痺および失語症を呈し、てんかん発作を繰り返し、入

院。胃瘻造設し、日常生活動作は全介助レベル。 
【支援経過】 
 A 氏：生活行為の改善および介護者休息を目的に 3 ヶ月間を目途に再入所。入所時から

の短期集中リハビリテーションの過程で、”してみたい活動”を深く掘り下げたところ、師

範免状を取得した書道を！と提案される。活動開始当初は、季節に因んだ熟語を書くのみ

であったが、他利用者の百寿祝の掛け軸、施設案内板の清書、各職員への雅号命名など、

活動は徐々に発展し、A 氏は書家としての自信を取り戻した様子であった。畳上にて立位

で半折に和歌を書くことが、本氏のこれまでの書道スタイルであり、活動達成のために機

能訓練にも積極的に取り組んでいる。現在では、自室で季節の和歌をしたため、施設で半

折に書き写すという作業や、他利用者に書道の作法を丁寧に教授するという役割作業を担

い、活き活きと生活されている。 
 B 氏：てんかん発作を繰り返し入院となったが、状態が安定したため、当施設再入所と

なる。遷延性の意識障害が持続し、コミュニケーションや体動はほぼ困難となったが、同

居の妻は、「必ず家に連れて帰ります！」と在宅介護を強く希望。施設内の各専門職による

気管吸引や経管栄養手技、排泄介助や移動介助など在宅生活で必要とされる介助方法につ

いてデモンストレーションを行い、妻とともに繰り返し練習を行った。現在 B 氏は、訪問

看護や訪問入浴、通所リハビリテーションなどの居宅サービスを利用しながら、夫として

の役割を担い仲むつまじく夫婦での在宅生活を過ごされている。 
【結果および考察】 
 両者の在宅生活における過ごし方は、身体的能力に依存することが大きく、全く異なる

ものであるが、各々が書家として、夫として、社会生活の中での役割を立派に担われてい

る。人が存在することの価値は、たとえ身体的能力が極限にまで縮小されたとしても、そ

こに居るだけで良い、生きているそのことが最も尊く、誰かの役に立ち生きる灯りに成り

得ることができると再認できた。この世に存在することの価値と社会に生きる役割は、全

ての利用者とその家族の生活史や人生において、普遍的で絶対的なものであると考える。 



33.音楽レクの楽しみを通じて QOL を高める 
 
施 設 名 介護老人保健施設 すずらん 
介 護 職 員  名倉直紀（なぐら なおき） 
共同発表者 長瀬奏子                                         
 
【はじめに】 
音楽は昔から人にとって身近な存在であり、特に戦中戦後を生き抜いてきた人達にとって

心の拠り所となるものであった。すずらんデイケアには、音楽の好きな利用者が多い為、

楽しみの場を広げたいという思いから、平成 25 年 5 月から音楽レクリエーション(以下音

楽レク)に力をいれて取り組んでいる。音楽ゲームも導入し、身体機能の向上、脳の活性化

も目指している。約 2 年間続けてきた結果を報告する。 
【方法】 
毎月 1 週間は音楽レクの週とし、14 時 20 分からの 30 分間、H25 年 5 月～H26 年 4 月ま

でデイフロアにて実施。1 日 13 名定員の男女比 6：4。内容は、季節の歌・懐かしの歌・

輪唱・交互唱・音楽ゲーム等。約 100 曲の中からその都度数曲を選んで行う。希望者は片

手で持てる楽器を使用。前に歌詞幕を張り、電子キーボードの生演奏で行う。 
【事例紹介】 
A 氏、77 歳男性。要介護４。脳内出血後遺症(右片麻痺・失語症)。自ら声を発する事が少

なく、意思表示ができない事でストレスを感じている。右側が見えておらず座位時は左に

傾いている。普段右を向く事は殆ど無い。恐怖心により車イスから手を離せない為立ち上

がりが困難になっている。初回から大きく口を開けて歌い、知らない曲は楽器を大きく振

って参加した。半年後、送迎中も職員と共に歌うようになった。発語が増加し、｢ちょっと｣

と職員を呼ぶなど、人に対しての働きかけが増えてきた。妻より｢最近返事をする事が増え

ている｣との報告もあった。今年に入り、右側に歌詞幕がある状態で音楽レクを行った所、

自発的に右を向いて歌った。 
【考察】 
歌を歌う機会が増えた事により、発語の増加に繋がったと考えられる。実際に言葉になら

なくても一生懸命話そうとする姿勢が見られるようになっており、以前に比べ声を出す事

への抵抗が緩和されていると感じている。それにより、他者とのコミュニケーションが増

え、自ら人に関わろうとする意欲も生まれたのではないかと考える。音楽レクの楽しさに

よって、恐怖心が和らぎ、好きな歌を歌いたいという気持ちから意図的に苦手である右を

向く事ができたと考えられる。 
【まとめ】 
現在音楽レクを心待ちにする利用者が増えている。楽しいと感じる時間は参加意欲や音楽

ゲームへの挑戦意欲を生み、心の安定へと繋がり、更には QOL の向上にも繋がると考え

る。また他の利用者や職員と一緒に参加する楽しさを感じている利用者が増え、他者の歌

声を褒める等、利用者同士のコミュニケーションの幅が広がっている。音楽レク以外の時

間でも、歌を歌い、歌詞や当時の思い出話で盛り上がる利用者や職員が増えた。これらは、

デイケアで過ごす時間を楽しめる一つの要素となっていると考える。今後も取り組みを続

け、利用者の満足度をさらに上げるべく、職員のレパートリーを増やし、音楽レクをより

楽しい時間にできる様、サポートの仕方、関わり方などのスキル向上を目指したいと考え

ている。 
 

 



34.「家に帰りたい」それを叶える為に私たちが出来ること 
～在宅復帰支援への事例を通して～ 

 
施 設 名 介護老人保健施設 アザリア 
介護福祉士 吉村順子（よしむら じゅんこ） 
共同発表者 吉本夕子                                         
 
【はじめに】 
 在宅復帰を支援する事が目的のリハビリ施設である当介護老人保健施設に入所され、A
氏の「家にかえりたい」という強い希望に沿い、家族と協力しながら介護部として取り組

んだ内容をここに紹介します。 
【事例紹介】 

A 氏 92 歳 男性 要介護度：Ⅳ 寝たきり度：BⅡ 認知度：ⅡB  
ADL 排泄：全介助 移動：一部介助 食事：自立 精神面：引きこもり他者との交流

がない 
既往歴 脳梗塞後遺症 右上肢麻痺 高血圧症 前立腺肥大症 神経因性膀胱 腰椎圧

迫骨折 白内障 
【背景】 
自宅トイレで転倒。「脳梗塞」と診断され後遺症として右半身麻痺と嚥下障害が残る。入

院中は拘束されておりデパス服用されていた。 
【取組内容】 
Ⅰ：ADL 機能向上に向けて…BPSD 改善 ①夜間の不潔行為 ②日中車椅子での徘徊 

 Ⅱ：家族との関わり…レクリエーションを通して 
 Ⅲ：退所前訪問（サービス）…団地２階にある自宅までの階段１３段 
 Ⅳ：機能訓練連携…転倒防止の意識改革 及び 家族へのナイトケアの指導 
【結果】 
 Ⅰ：夜間不潔行為に対し、段階的なアプローチにて不潔行為は激減した。ポータブルト

イレの設置にて排泄動作は自立へとアップしていった。 
  車椅子での徘徊に対して行動の抑制を止め自由に動いてもらうことにより、行動パタ

ーンを把握し生活リズムができた事によって、ADL 機能は、ほぼ「自立」となった。 
Ⅱ：A 氏と家族との深い関わりを通してそれぞれの想いを理解し同じ方向へと向かう

「絆」を築けた。 
 Ⅲ：A 氏の自宅での生活を知る事でフロアでの対応や課題が見えてきた。 
 Ⅳ：訓練内容を見学する事により、A 氏と家族の努力を感じフロアでは転倒のないよう

支援しなければならないという職員間の意識づけができた。 
【考察】 
・BPSD への原因を追究する事は利用者の気持ちを十分に理解する事に繋がると感じた。 

 ・在宅復帰する為には、利用者とその家族との「絆」を深める支援が必要だと感じた。  
・在宅支援に向けては、定期的なカンファレンス以外でも他部署との連携を通した情報

交換と共有が必要なチームケアであると感じた。 
【おわりに】 
 引きこもりであった A 氏が半月間でフロアに「自分の意思」で出てこられるようになり、

「笑顔」も沢山見られるようになった。家族の協力のもと４月１５日に無事に自宅へ帰ら

れました。この事例を通して見えてきた「私たちができる支援」を今後も継続して取り組

んでいきたい。 



35.高齢姉妹、きんさん・ぎんさん支援作戦 

 

施 設 名 介護老人保健施設 やまき苑 

支援相談員 輪田亜紀（わだ あき） 

共同発表者 髙﨑徹也                                          
 

【はじめに、西成区の状況から】 

やまき苑は大阪市西成区にある。高齢化率が高く、単身世帯が多い。生活保護率は全世帯

の 33.9％にもなる。昭和 45 年以前の住宅が 34％を占め、単身の高齢者が老朽化した住宅

で暮らす光景が浮かび上がる。一方で、簡易宿泊所を改装した格安ホテルが外国人旅行者

に大人気だ。「西成が変われば大阪が、日本が変わる」と活性化に躍起だ。地域の特性が施

設の状況にも色濃く反映する。そんな中、利用者の抱える問題に相談員が如何に関わり、

支援するか、その取り組みを報告する。 
【やまき苑の状況】 
やまき苑の H26 年度入所者のうち、単身世帯は 43％、身寄りがなく入所契約時に保証人

不在のケースが 15％にも達する。本年 4 月の利用者の 41 名が生活保護受給者だ。「昔から

の知人」による金銭管理に困惑する。利用者に認知症があり、身寄りもなく、要望や苦情

の申し立て者がない場合でも、利用者の権利擁護が適正になされているかに取り組む。 
【事例の紹介】 

92 歳の女性（きんさん、仮名 以下Ｋ氏）と、同居する義妹（ぎんさん、仮名 以下Ｇ

氏）のケース。Ｋ氏は、Ｈ26 年 8 月 14 日入所時、要介護①、認知症度Ⅱｂ、歩行不安定、

難聴が重度で意思疎通困難。脱水症で 10 日間の入院後、在宅介護支援専門員からの緊急相

談で入所。Ｋ氏には亡夫との間に子供がなく、結婚歴のない 85 才の義妹Ｇ氏と長年同居。

Ｇ氏は要介護①でうつ、不安神経症で通院中。築 60 年の段差の多い老朽住宅での二人暮ら

しが困難な状況になっても、最近まで介護サービス利用を拒否してきた。 
① 入所契約時のトラブル（保証人不在） 
Ｋ氏、Ｇ氏ともにそれぞれ甥や姪がいるも疎遠で、保証人になるのを拒否された。義妹 

Ｇ氏にｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが数時間に亘り説明するも、署名と捺印に強く抵抗され断念。 
② 入所利用料支払い時のトラブル 
Ｋ氏、Ｇ氏とも年金受給者で貯蓄もあるが、Ｇ氏が家計を管理、Ｋ氏の預金通帳等を保

有。出金を介助している介護支援専門員の協力で、銀行の自動振込サービス利用となる。 
③ 「あんしんサポート」利用申込の却下 
金銭管理に対し介護支援専門員にも危機感が募り、利用面接となる。Ｋ氏、Ｇ氏ともに、 

面接時の返答が明確ではなく、申し込み却下される。互いを気遣う言動があり、Ｇ氏に通

所や入所のアプローチを行うも拒否される。高齢で二人ともに体調不安定のこともあり、

早急に解決する必要のある事例と危機感をもつ。 
④ 地域包括支援センターに相談 
利用料の滞納やＧ氏によるＫ氏の財産の使い込み等がなく、後見の市長申し立ての緊急

性がない。弁護士等に委任する「依頼人」がないと進まないとの助言。 
⑤ 大阪弁護士会の高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」に相談 
Ｋ氏の理解力、判断力を再度見極めて、本人が弁護士等に依頼する形で、成年後見人利

用を進めてはどうかとの助言。施設の看護師長からも、上記の能力有りとの情報有り、再

度Ｋ氏と向き合い、説明に工夫をし、「ひまわり」との面談・利用を支援し、「きんさん・

ぎんさん支援」の活路を開く。 



36.こころ ひとつに～当施設における終末期ケアへの取り組み～ 

 

施 設 名 介護老人保健施設 ニューライフガラシア 

看 護 師 向井定子（むかい さだこ） 

共同発表者 髙浪博美 岡澤崇                                           
 

Ⅰ．はじめに 

 介護老人保健施設ニューライフガラシアは、カトリックの理念を基盤に運営されている。

開設当初から当施設での最期を望まれる方には、利用者や家族の思いに寄り添いながら看

取りを行ってきた。しかし、ケアを提供する中で、終末期ケアに対する知識や技術など個

人差があるということも解ってきた。 

終末期にある利用者に対し、利用者本人が最期まで尊厳を保ち、安らかな気持ちで生き

る事ができるように支援していくためには、さらなる質向上が必要であると考えた。その

ため 2014年 4月に終末期ケア委員会を立ち上げ活動を開始した。今回、一年の活動と振り

返りを報告する。 

Ⅱ．終末期ケア委員会の取り組み内容 

（１）職員全員対象の勉強会を実施（年 5回実施） 

（２）全職員対象に看取りに対する意識調査とその報告会の実施 

（３）定例会議で抄読会を行い、終末期に対する知識の向上を図る（9回開催） 

（４）外部研修参加と、伝達講習会の実施（５名参加） 

（５）定例会議で看取りの振り返りを実施（平成 26年度 看取り 1１名） 

（６）終末期ケア指針の作成 

Ⅲ．事例紹介 

Ａ氏  104歳   

2014年 6月転倒により右大腿骨転子部を骨折した。術後から体力・気力の低下がみられ 

終末期に移行した。家族は自宅での看取りも検討されていたが最終的に施設での看取りを

決定された。家族の思いを尊重し、外泊支援を行い、家族が一緒にくつろいで過ごせるよ

うベッドの位置調整、家族用ベッドを用意するなどした。また食事がとれなくなってきて

も、本人が好きだった甘いものを可能な限り食べてもらった。最期までトイレでの排泄を

支援し、安楽のためのベッド上リハビリの実施、褥瘡予防など多職種で話し合いながらケ

ア提供し、2014年 11月に永眠となった。 

Ⅳ．振り返り 

全職員へのアンケートで看取り経験がなく不安に思っている職員が多いことがわかった。

職員全員対象の勉強会とともに、臨死期の身体的変化とその対応などを指導していったこ

とが職員の不安の軽減になったと考える。また、委員会の中で行われた抄読会や伝達講習

は次の看取りへの積極的な取り組みと観察力の深まりに繋がり、全ての面で細やかなケア

に繋がった。終末期ケア指針の作成では、カトリックの施設としての基本方針を定め、多

職種の分担による協働作業として行い、皆の考えを集約させていったことが職員間のここ

ろをひとつにすることに繋がったと考える。 

Ⅴおわりに 

 私たちは終末期のケアに関わる中で、今まで以上に命の尊さを学び、一人ひとりを大切

にするケアを提供したいと思うようになった。多職種それぞれが、利用者の生きてきた人

生を尊び大切にケアしたいという思いでこころをひとつにすることが、利用者が安らかな

気持ちで生きることを支えていくことに繋がるということを学んだ。 

 



37.良好な座位姿勢がもたらす恩恵は？ 

 

施 設 名 介護老人保健施設 たんぽぽ 

介護福祉士 奥野雄一郎（おくの ゆういちろう） 

共同発表者 八島広明                                          
 

【はじめに】 

 不良な座位姿勢が起こす弊害は、意欲や筋力発揮の低下などがある。当施設では、不良

な座位姿勢の利用者を見かける。本研究において、良好な座位姿勢の獲得(ポジショニング)

が、それらの弊害を軽減あるいは改善させ、在宅復帰の一助となるかを検討した。 

 

【利用者の選定】 

以下に問題がある方を被験者とした。 

・食事動作能力低下、意欲低下、筋力発揮低下、嚥下・咀嚼機能低下が問題の T氏 

・食事動作能力低下、意欲低下、関節拘縮、筋力発揮低下が問題の F氏 

・食事動作能力低下、意欲低下、筋力発揮低下が問題の K氏 

 

【研究方法】 

① リハビリ職員がポジショニングを指導 

② 介護職員が毎食前にポジショニングを実施 

③ リハビリ職員が最終チェック 

以上を 10週間実施して変化を観察 

 

【結果】 

 3 名中 2 名に意欲の向上、筋力発揮および筋持久力の向上がみられた。その結果、食事

の自力摂取量の増加や食べこぼしの減少、昼夜逆転の改善などの変化が観察された。また、

被験者の 1名は覚醒状態に波があり、わずかな変化しかみられなかった。 

また、職員に「被験者に何か改善を感じたか？」と質問を行ったところ、5 週経過時点

で 50％、10週経過時点で 70％の職員が「改善を感じた」と回答した。更に「意識して   ポ

ジショニングを行っているか？」の問いには、96％の職員が「している」と回答した。   

しかし研究対象外の利用者においては、座位姿勢が崩れていることが見受けられた。 

 

【今後の取り組み方や課題】 

 研究期間は 10週間であったが、上述したような改善が認められたため、今回の取り組み

を継続していく必要がある。しかし、研究対象外の利用者において座位姿勢の崩れが生じ

ていたことに関しては、ポジショニングを習慣的に行えるよう、定期的な介助方法の   

研修会の実施も効果的であると考える。また、覚醒の低下で動作が困難となっている方へ

の介入方法の検討も必要である。 

 

 

 

 

 

 

 



38.防災訓練～利用者を安全に避難誘導するには～ 

 
施 設 名 介護老人保健施設 アーバンケア 
介護福祉士 笹田理沙（ささだ りさ） 
共同発表者 緒方勝利                                         
 
「はじめに」 
当施設では、様々な自然災害に着目し、私達の働く施設でも起こり得る災害について考

えた。 
施設のすぐ横に第二寝屋川があり豪雨などによって川の氾濫と内水による浸水被害が想定

される。水害が起こった際にどのように利用者を安全に避難誘導するのか、利用者参加の

防災訓練を行った。 
 
「取り組み」 
当施設は、地上 5 階建てで、上層階への避難という形ではあるが、迅速で、安全な避難

はマニュアルの見直しと訓練を行うことにより確保できるものと考えた。 
防災訓練を行うにあたり、想定される水害を把握すると共に市の危機管理室へ災害時の 

重要事項についての確認を行った。 
第二寝屋川が氾濫した際は、約２ｍの浸水が想定されるため、施設内での垂直避難を行う

こととした。 
２年前、豪雨が降った際に近隣の住宅で内水による床下浸水が確認されている事をふまえ

ると、想定以上の災害も視野に入れておく必要性がある。 
避難の際に持ち出す、重要書類・復旧時に必要な物に印をつけわかりやすくし、それぞれ

の動きについても明確にした。 
実際はエレベーターが使用出来る間に利用者を安全に最上階まで避難させる、というのが

本来だが、今回はすでに浸水し停電した為エレベーター使用不可と設定し、階段を使って

の避難とした。利用者参加の訓練は初めての取り組みの為、医師、看護師、理学療法士、

介護士と多職種を交え事前に職員で様々な避難誘導の方法を検討し、又、実際に体験した。

歩行安定の方には付添し、不安定な方、又、出来ない方については背負う又は、シーツで

担いで上がる、との方法で行った。 
 
「まとめ」 

今回は２階の１フロアの方を３階へ避難する訓練とした。 
今後は、夜間を想定した防災訓練、又、役割を変更した訓練、大規模な訓練を行うことが

必要だと感じた。 
利用者の体調、介護量により、今回の訓練が次回も同じように行えるとは想定しがたいが、 
訓練を繰り返し行い、気づいたこと、問題点を都度話し合い、マニュアルに活かし、対応

の柔軟性、指示命令系統の重要性、そして災害時、瞬時に現場の状況を把握し迅速な行動

をとることが、利用者を安全に避難誘導し、命を守ることが出来ると考える。 
私達が住む大阪は本当に恵まれた所です。自然災害を知らない私達ですが、大事な・大好

きな利用者の命を守るために、今後も様々な訓練を行っていきたい。 
 
 
 
 
 



39.愛和園と共に向上する為のコミュニケーション 
 
施 設 名 介護老人保健施設 愛和園 
介護福祉士 森内伴子（もりうち ともこ） 
共同発表者 早川是 佐田和代 中川博年 上田起代美 藤原典子 谷澤幸子  

北川久美子 横田健児                                         
 
（はじめに） 

 介護職員処遇改善加算の算定要件の 1つに、「職位・職責・職務内容に応じた任用要件と

賃金体制を整備すること」とあり、当施設でこの要件を満たすものの 1つに「人事考課制

度」があります。この人事考課制度を、介護職員改善交付金が実施される以前の、平成 18

年度より導入したことにより、その後の業務改善・職員の能力開発に効果が表れ、またそ

れが処遇改善にもつながったのでここに報告します。 

（内容） 

当施設では人事考課を行うにあたり、等級・各職種別に職位・職責・職務内容を記載し

各職員に配付しています。対象者は平成 27年 5月現在、職員 90名中 56名の常勤職員です。

考課は半年ごとに年 2回、1次・2 次・3次考課の順に行います。3次考課には全考課者（施

設長含む）が参加し、様々な視点で意見を出し合い、考課結果を決めることよりも、この

後に行われるフィードバック面接（以後、面接とする）で職員の能力開発につながる有意

義な意見を考課者全員で話し合うことに重点をおいています。 

その後に面接を行うことになりますが、その前に各職員は AIC(aiwaen improvement 

communication)～愛和園と共に向上する為のコミュニケーション～を記入し、面接に望み

ます。AIC に記入する内容は、「自己評価」「職務の満足度」「職場の雰囲気」「職場に対す

る希望・不満」などで、特に「職場に対する希望・不満」は実現可能・不可能に関わらず、

自由に記入することとなっています。この AIC は当初、考課対象者のみが記入していまし

たが、現在は考課対象外の非常勤職員も記入し、更なる業務改善・処遇改善の参考として

います。 

面接の場では、考課の内容・AIC の記載内容を基に半年間を振り返り、職員自身の気づ

き・励みにもなり、その後の勤務態度・勤務意欲、接遇面などにも変化が現れています。

また、普段の業務中には部下とゆっくり時間を作りコミュニケーションをとることは難し

く、この面接の機会を有意義に活用し、職員自身が現状抱えている悩み・不安などを把握

する機会ともなっており、時としてはその解決に役立つこともあります。 

最終は AIC の記入内容・面接内容を集約し、施設の資質向上・業務改善、職員・利用者

の処遇改善の参考としています。些細な改善や要望を実現できたことも半年に数点ですが、

徐々に改善を加えることで、職員の意欲の向上にもつながっています。 

（今後の課題） 

 考課ごとに改善を加えてきたが、全ての意見・要望に応えることは難しい。また、改善

内容も時間・経費を費やす事項が増えてきており、すぐに実現することが難しくなってき

ている。そのことが、職員の意欲低下につながる可能性があり、今後、１つでも多くの意

見・要望に応えることで、職員の意欲・処遇の向上も目指していきたい。 

 

 

 

 

 



40.ウェブを活用した健康啓発活動の成果と課題 
 
施 設 名 介護老人保健施設 だいせん 
理学療法士 七川大樹（しちかわ だいき） 
共同発表者 今岡真和 池内まり                                         
 
【目的】 
 近年、地域高齢者を対象に介護予防を目的とした介護予防教室や健康教室が各地で展開

されている。しかし、その中で介護予防教室等の参加率の低さが問題とされ、解決を急が

れている。また、閉じこもりや健康志向の低い者は同取り組みに参加しておらず、それら

の者へ健康に関する教育的情報が伝わりにくい現状である。 
 そこで You tube を活用した健康情報に関する動画を作成し、地域高齢者へ紹介する取組

みを行った。 
 
【対象及び方法】 
 対象はインターネットアクセスの可能な環境にある地域在住者である。方法は You tube
上で健康イキイキ教室として、健康に関する情報を月に1回、合計11本の動画を投稿した。

動画の内容は「転倒の疫学」、「転倒の予防」、「骨粗鬆症の疫学」、「骨粗鬆症の予防」、「高

血圧の疫学」、「高血圧の予防」、「糖尿病の疫学」、「糖尿病の予防」、「認知症の疫学」、「認

知症の予防」、「車椅子ワンポイント講座」をテーマとし、時間は各々2 分程度で作成した。

健康イキイキ教室の認知度を高める為に、近隣地区老人会の方に健康イキイキ教室の取り

組みを紹介し、動画視聴方法を記載した QR コード付きパンフレットを 100 部配布した。

また、当施設のホームページ及び facebook に各動画をリンクさせた。初回の動画は 2014
年 3 月 28 日に投稿し 2015 年 4 月 26 日までの全動画再生回数、平均動画再生回数、各動

画の最大・最小再生回数、平均視聴時間を調査した。 
 
【結果】 
 調査期間中の全動画再生回数は 679 回であり、各動画の平均視聴回数は 62.7±67.6 回で

あった。各動画の最大再生回数は「骨粗鬆症の疫学」が 192 回、最小再生回数は「認知症

の予防」の 7 回であった。平均視聴時間は 1 分 1 秒であった。 
 
【考察】 
 調査期間中の全動画再生回数は 679 回と少なく、健康イキイキ教室の取り組みを周知し

てもらう必要があると考える。各動画再生回数を比較すると、最大回数では「骨粗鬆症の

疫学」が 192 回であり、最小回数では「認知症の予防」の 7 回であった。このことから、

地域在住者は骨粗鬆症に関する情報に関心があったと考えられるが、各動画の投稿時期が

異なるため、再生回数に大きなばらつきがある要因と考える。また、各動画は 2 分程度で

作成しており、平均視聴時間は 1 分 1 秒であった。このことから、動画の視聴を途中で中

止される者がいることが分かる。動画による健康啓発活動を行うには、これまで以上に視

聴者の興味を引き出すような動画作成を行う必要があると考える。今回の動画視聴方法は

パソコンやスマートフォンといった端末を使用する必要がある。子・孫世代でのインター

ネット利用率は 86.6％以上と高く、今回の取り組みでは世帯間交流も図りながら、健康教

育を行うことが出来ると考える。 
 
 
 



41.クラブ活動満足度調査 
 
施 設 名 介護老人保健施設 たるみの里    
介護福祉士 奥田葉月（おくだ はづき） 
共同発表者 山田貴子 松本晃一 東 幹雄 武繁弘一 陣内綾子                                         
 
[研究の動機] 
当施設では 8 種類の入居者対象のクラブ活動が行われている。クラブ活動は他者との交

流を図る中で孤独感が解消され楽しさ、喜びからその人らしさ、生活支援につながると考

えるが楽しんで頂けているか、満足して頂けているか、という素朴な疑問があった。 
[目的] 
現状のクラブ活動について認知度、満足度調査を行い、今後のクラブ活動をさらに充実

させることを目的とする。 
[対象と方法] 
全職員、クラブ活動参加者を対象に記述式アンケート調査及び聞き取り調査を行う。 

[倫理的配慮] 
アンケートの目的、内容の説明を行い、記入は無記名としプライバシーは遵守すること、

回答の内容によって不利益が発生しないことを説明し承諾を得た。 
[結果] 
配布数職員 69 枚、参加者 58 枚。回収率は職員 81.2％、参加者 100％であった。質問内

容は職員、参加者用に 2 種類を作成し共通の質問でそれぞれのクラブ活動の認知度、満足

度を比較した。クラブ活動の認知度では「クラブ活動が当施設で実施されていることを知

っているか」という質問に職員 98.2％、参加者は 74.1％、「はい」と回答した。参加者の

中には自身が行っているレクリエーションがクラブ活動であるという認識がない者もいた。 
満足度は 5 段階評価とし 1、2 の回答を「不満足」3、4、5 の回答を「満足」と評価した。

双方共に「満足」という結果であった。その具体的な内容としては、クラブ活動の必要性

を職員は 92.8％もち、「クラブ活動は楽しいか」の質問に参加者 70.7％が楽しいと答えて

いる。しかしクラブ活動の様子を「楽しくなさそう」という職員の回答が 16.1％あった。 
[考察] 
クラブ活動の満足度調査をしたところ、全体の 68.4%の職員、参加者が「満足」と回答

している。しかし、その中の 62.8％が「まあまあ満足」と答え、多くの職員、参加者にと

って満足度に課題を残す結果となった。職員の中でも担当となり役割のある者ほど満足度

は低い。担当者からは「職員自身が楽しみながら取り組んでいかないと定着しない。」「介

助量の多い方でも楽しめる種目が必要」「クラブ活動の時間を作る工夫を」という意見があ

り、満足度の結果と照らし合わせると、業務の中での負担感を持っていることが言え、「楽

しませたい」、「その人に合った正しいクラブ活動の選択なのか」、「関わる職員が少ない」

などの質に対するジレンマとクラブ活動のあり方に不満があることが推測される。  
従ってクラブ活動の満足度をさらに高めるには、クラブ活動が入居者にとって社会性を

高めることになり生活の質に繋がることを認識し、経験値からくる内容だけでなく企画、

実践に伴う専門的な知識、コミュニケーション力を高めるスキルが必要であるといえる。 
[キーワード]クラブ活動 満足度 生活の質 
参考文献. 
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・本田美和子・ｲｳﾞｼﾞﾈｽﾄ・ﾛｾﾞｯﾄﾏﾚｽｺｯﾃｨ（2014）『ユマニチュード入門』医学書院 
・杉浦史晃（2012）笑顔を引き出す！ﾕｰｷｬﾝの介護レクリエーション大百科 ﾕｰｷｬﾝ自由国民社 
 



42.利用率を上げる取り組みについて 
 

施 設 名 介護老人保健施設 玉串すみれ苑 
支援相談員 谷田茂樹（たにだ しげき） 
共同発表者 松本浩一                                          
 
当苑は、開設当初（平成１９年）は、施設が新しい事・利用者が少ない事が魅力的であ

った為、入所申し込みはあったが、デイケアとショートステイの申し込みは少なく、地域

の中では、デイケアとショートステイは周知されていない状況だった。 
 まず、地域の方に施設を知ってもらう為、一軒一軒ポスティング活動を行う。同時に、

ケアプランセンターや病院にも営業活動を行う。 
しかし、ポスティングは、ほぼないに等しい結果となった。施設近隣には、高齢者がい

る世帯数が少ない、高齢であっても介護保険の必要のない、又は、既に介護保険施設を利

用している等の世帯が多い事を改めて知る。 
 営業活動ついては、高齢者を抱えている事業所のケアマネージャーを相手に行う為、紹

介率はポスティングの数倍あった。 
 当苑の入所稼働率は初年度は７０%台と低かったが、平成２０年からは年平均９５％は

超えていた。しかし、２５年度は９４％、２６年度は９３%程度で厳しい状況であり、デ

イケアも１日平均利用数は平成２４年度、２５年度は２４人と超えたものの、平成２６年

度からは２０人となり、減少傾向にある。 
 
現在の取り組みとして 
 判定会議は、施設によって検討会議の内容や面談から利用までの間の時間は、様々であ

る。以前は、入所・デイの判定会議は、日時を決め行っていたが、早急に対応が出来るよ

う、空きがあれば直ぐに利用出来るよう相談員が判断出来る所は行い、面談と同じ日又は

次の日に判定会議をし、特に事情がない限り、他部署の意見も取り入れながら早急に利用

して頂くよう心がけている。 
 提供しているサービスに利用者・家族はどのように感じているかご意見を聞く為、数年

前より毎年アンケートを実施し、遠慮なく記入出来るよう配票調査（次計式）で行ってい

る。中には厳しい意見もあるが、改善出来る所は取り入れ、サービス向上に努めている。 
 
今後の課題 
最近の動きを見ると、病院が在宅強化型施設への紹介と特養の空室、有料老人ホーム等

の施設の増加により、紹介件数が減少傾向にある。入所中の方は、誤嚥性肺炎や持病の再

発、転倒による骨折等で入院、特養への入所が増え、稼働率が減少している。デイの方は、

利用が長くなればなるほど、内臓疾患等発病し入院や入所となり利用者が減少、更に、地

域の中で競合となる短時間デイ・リハビリに特化した通所サービスが増え、これが、低迷

の原因となっていると考える。 
 デイケアの利用者が短期入所を利用され、入所されていた利用者は在宅復帰され、デイ

ケアを利用される。入所（短期入所を含む）とデイケアで必要時、行き来出来るサービス

体制を整える事、即ちリピーターを増やす事が、稼働率や在宅率増加につながると考える。 
しかし、利用者や家族からの要望が満たされない事や苦情により不快な思いをさせたこと

もあり、今後は、相談員や介護士、看護士、その他職種間で連携が取りあって、利用者の

満足が得られるシステムの構築を考えたい。 
 

 



43.スムーズな入所受け入れを目指して ～不安や不快なく過ごして頂く～ 
 
施 設 名 介護老人保健施設 ベルアモール 
介護福祉士 川添広樹（かわぞえ ひろき） 
共同発表者 宮田辰子 西尾裕子 秋月真知子 服部佳明 森麻里代 木曽敬子                                         
 
【はじめに】 

当施設は在宅強化型の施設として運営しておりショートスティ（以下ショート）の受け入

れは必須である、また今回活動を行なったフロアは在宅と連携し運営している。 

フロア定員 50名に対しショートの利用者は常に 10名前後、１日平均 4～5名の入退所、多

い日で 10名以上の入退所があり、利用者には同時間の入所に待ち時間を要し不快な思いを

させていた、職員側では業務多忙な現状がみられた。そのため同時の受入態勢が出来てい

ない現状であった。 

今回同時の受入内容を見直した結果、職員の業務改善と利用者の待ち時間の短縮が行えた

ので報告する。 

【原因追求】 

現状を把握のため職員に対しショートの受入に対するアンケート調査を実施した結果 3 つ

の問題点があがった。 

1、一度に多くの利用者が入所することがあり対応が困る、 

2、業務上仕方がないが対応する職員が入退所の受入のキャリア、経験年数が異なるためス

ムーズに受入が行えない、 

3、利用者の居室環境をその都度設定していたため環境調整にも時間を要する、 

また入所の待ち時間に関して時間を測定した結果、到着から居室に誘導するまでの平均待

ち時間が 7～8 分かかっていた。このことにより『利用者への待ち時間をゼロ』『誰が受入

を行なっても環境調整と同じ対応が出来る』活動に取り組んだ。 

【方法】 

1）誰が行っても同じ対応が出来るようマニュアルを作成した。その内容はＡＤＬや緊急連

絡先、服薬等を盛り込み、次回利用時にも活用できるアセスメント用紙を作成した。 

2）利用毎に居室は異なることがあるため、居室の内容を写真に収め情報共有した。また少

しでも安心して過ごして頂くよう、入所後訪問を実施し在宅での環境を把握。それを元に

施設の居室環境を前日に実施するようにした。 

3）受入時間が重なる場合は相談員にも協力を依頼し居室へ誘導してもらう。また待合コー

ナーを設置し少しでも落ち着いて過ごせる環境を整えた。 

【結果】 

当初利用者の待ち時間は７～８分要していたが実施後は１～２分と軽減することが出来た。

また利用者自身も自宅と同じ環境で過ごすことが出来、利用事体に対しても安心し心快良

く過ごせるという声が聞かれるようになった。職員もマニュアルがあることで統一したケ

アが実施できた。事前に環境設定が出来ているため当日スムーズな入所の受入ができた。 

【まとめ】 

老建の役割の一つとし在宅復帰をする中でショートは重要であり、この取り組みは居室の

内容を写真に収め情報共有出来、入所後訪問を行い前日に環境調整行うことで時間の短縮

に繋がった。これらの取り組みと相談課との連携はショートの再利用に繋がった。 

業務内容を見直したことで職員の育成とアセスメントシートとマニュアルを作成した事は

サービスの質の向上に繋がり、利用者だけでなく家族も含めた支援を実施できたと言える。

利用者に寄り添った今後もよりよい在宅復帰・ケアに努めて行きたい。 



44.機能維持に対するセルフマネジメントの有用性について 

 

施 設 名 介護老人保健施設 グリーンライフ 

理学療法士 岩本麻美（いわもと あさみ） 

共同発表者 小高知穂 深川博史                                          
 

＜初めに＞ 

当施設では、入所 3 ヶ月を経過した利用者へのリハビリテーションは、週 2 回の提供で

あり、在所日数が長くなると高齢でもあり、運動機能が徐々に低下していく現状にある。

そこで、トイレ動作や移乗に影響しやすい立ち上がりの介助量に着目し、簡単な運動を実

践することで機能維持を促す試みを行ったので報告する。 

＜対象者＞ 

CVA疾患既往の 6名。男性 3名、女性 3名。平均 77.5歳(66歳～88歳)。 

(移動：車椅子にて自立レベル、移乗動作：軽～中等度介助レベル、HDS-R：17～28点) 

＜方法＞ 

◆内容：車いすで机上のタオルに両手を乗せ前後・左右方向へタオルを動かし体を伸ばす

運動を 1 ヶ月間毎日行った。チェック用紙を配布し、週 1 回実施状況の確認を行った。ま

た、自分で運動が行えない方には声掛けや運動を一緒に行って定着を図った。その後 1 ヶ

月間は自主的に運動を行ってもらった。 

◆測定方法：運動開始前に、立ち上がりの介助量と上肢の前方リーチ範囲を測定した。そ

して 1 ヶ月間運動を行い、運動 1 ヶ月後と 2 ヶ月後に再度同項目を測定し、各期間での平

均値の変化を比較した。 

＜結果＞ 

◆１ヶ月後：上肢の前方リーチ範囲は、平均 10.7㎝の拡大が認められた。立ち上がりでは、

足底への重心移動がスムーズに行えるようになり、殿部離床の介助量軽減が認められた。

◆２ヶ月後：運動が継続した方は 3名（以下 A群）、運動の定着しなかった方は 3名（以下

B 群）であった。B 群は、運動 1 ヶ月後の結果から平均 6.3 ㎝の減少が認められ、A 群は、

平均 1.5㎝の減少に留まった。立ち上がりでは、B群に介助量の増加が認められた。 

＜考察＞ 

 両上肢を使用しての運動を行うことで麻痺側が前方へ出しやすくなり、体幹の捻じれが

軽減し、姿勢の対称性が改善した。また、上肢を前方に出して体を伸ばしやすくなった為、

足底への重心移動がスムーズに行えるようになり、殿部離床時の介助量軽減につながった

と考えられる。A 群と B 群でセルフマネジメントの有用性に差が生じた原因として、認知

面と身体面の問題が考えられた。B 群では、認知機能面による自己管理不足や身体機能面

による身体の動かしづらさが運動の定着を困難にしたと考えられる。 

＜まとめ＞ 

今研究では 1 ヶ月間の簡単な運動のマネジメントにより機能改善が可能だが、中止すると

機能維持が困難になる群があった。今後は、セルフマネジメントの定着が図れるように個

人の状態に合わせた自主性を引き出す為の工夫が課題である。また、今回の研究における

B 群や自身で身体を動かすことが難しい事例では、生活の中で介助方法や車椅子姿勢設定

などを多職種協働で促していくことが、機能を維持していくためには必要と思われる。 
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