


１日（月）

２日（火）

３日（水）

５日（金）

こんにちは

ありがとう

４日（木）みどりの日

扇の日
日本最古の長編小説「源氏物語」で、主人公・光源氏が
女性に扇を贈る場面があることから、「こ（５）い（１）」の語
呂合わせにちなみ、京都扇子団扇商工協同組合が制定し
ました。開いた扇の末広がりの形は、繁栄を表し、あらゆる祝
事の引出物として用いられます。

手話記念日
手話は両手の５本指を使うことから、数字の５が２つ並ぶ
この日が記念日に制定されました。
手話が言語として使われ始めたのは、1760年に設立された
フランス・パリの聾唖学校で、日本では明治時代から始
まったとされています。手話は英語や日本語などの音声言語
と同様に、国ごとに異なりますが、国際的な場では「国際手
話」が使われます。鉛筆記念日

1887（明治20）年のこの日、眞崎仁六が東京・新宿に眞
崎鉛筆製造所を創立し、日本初の工場生産による鉛筆の
製造・販売を開始したことにちなみ、制定されました。日本
で初めて鉛筆を使用したのは徳川家康で、鉛筆が数多く輸
入されるようになったのは、明治時代からと言われています。

石言葉 時機到来

誕生石 アマゾナイト

石言葉 耐える愛

誕生石 イエロー・べリル原石

憲法記念日
1947（昭和22）年のこの日、日本国憲法が施行されました。「日
本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」国民の祝日です。
憲法が公布された11月３日は、「文化の日」に制定されています。

石言葉 平和の願い

誕生石 グリーン・ジルコン

石言葉 偉大な力

誕生石 ペリドット原石

石言葉 幼な心

誕生石 レッド・コーラル

〈活動展開のヒント〉

鉛筆を使って、207ページの「書き写し」をしましょう

1 右手の指を２本立てて、
額の中央に当てる。

2 両手の人差し指を立てて
向かい合わせ、指先を曲
げる。
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3

4
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えんどう豆はさやから中身を取り出し、水洗いする。
　を小鍋に入れ、かぶるくらいの水とひとつまみの
塩を入れて中火にかける。
沸騰したら弱火にし、砂糖を２回に分けて入れる。
水気が少し残るくらいまで煮詰めたら、皿に移し
て砂糖（分量外）をまぶし、一晩乾燥させて出来上
がり。

えんどう豆30さや、砂糖70g、塩適量

「えんどう豆の甘納豆風」を作りましょう
デイで簡単

作り方
材料（３人分）

手話であいさつをしてみましょう

「日本国憲法」の前文（一部）を朗読しましょう

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇

高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と

信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

活動展開の
ヒント

活動展開の
ヒント

活動展開の
ヒント

1

2

3

各チーム内でA・Bの二手に分かれ、離れて向かい合う。A
の先頭が扇に紙風船を乗せて運び、Bの先頭に扇を渡した
ら、Bの最後尾に並ぶ。
扇を受け取ったBの先頭は、同様
にしてAまで運び、Aの先頭（２人
目）に扇を渡す。
同様に繰り返し、A・Bの位置
が完全に入れ替わったら終了。
より早く終えたチームの勝ち。

扇

紙風船…チームの数分

…チームの数分

やり方

準備物

活動展開の
ヒント

うすいえんどうの日
さわやかな緑色をした「うすいえんどう」の収穫ピークの時期に
あたることと、この日が「みどりの日」であることにちなみ、収穫
量日本一の和歌山県農業協同組合連合会が制定しました。
うすいえんどうはえんどう豆の一種です。グリーンピースによく
似ていますが、皮が薄く青臭さがないことが特徴で、炭水化
物やビタミン類、食物繊維を豊富に含みます。

「扇運び競争」をしましょう

手の甲に反対側の手を直角に乗せた状態から、
上の手を挙げる。

こどもの日

広告紙を蛇腹に折り片端を
テープで固定したものでもよい

ひかる

せん す

ま さき

とくがわいえやす

に ろく

ろう あ

うちわ

げん じげん じ

じゃばら

ものがたり

おうぎ

えんぴつ

こうきゅう すう

こう











自己決定を促し、ご利用者同士の交流の場を作る

１日の予定づくり
提供／コミュニケーションデイサービス言の葉
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提供／コミュニケーションデイサービス言の葉
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　近年、「口の健康は全身の健康につながる」と
言われ、口腔に関しての関心が高まってきてい
ます。口の健康状態が悪くなると口腔機能が低
下し（歯の喪失や歯周病など）、食欲が低下して
しまいます。食事が適切に摂れないと低栄養が起
こり、筋力が低下し、その結果、活動量、エネル
ギー消費量が落ち、図１のようなフレイルサイク
ルに陥ってしまいます。
　このような負の連鎖に陥らないために口腔機能
全般の機能を高めるためのかかわりが必要になり
ます。近年、口腔内を清潔に保つ大切さは多くの
人が認識してきており、歯だけでなく舌のケアを
行ったり、定期的な歯科受診でメンテナンス（検
診）をすることで口腔内が清潔に保たれているご

利用者も増えてきています。口腔内が清潔になり
安定して噛むことができれば食事がおいしく食べ
られ、楽しく会話ができ、活動量が増え、全身が
健康になることで病気の予防にもつながっていき
ます。

デイでできる新しいプログラム

口腔機能を改善する
BOSSトレーニング 城野 香也子

言語聴覚士

口腔機能の低下は活動の低下に直結する

図１　フレイルサイクル

1

歯周病虫歯 低栄養

サルコペニア

歯の喪失

エネルギー
消費量

➡

歩行障害
活動度

➡

筋力

➡

食欲低下
摂取量

➡

➡

口腔機能

フレイル
サイクル

※　は低下を表す

➡
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●機械浴か、個浴か
●手すり・バスボード・
　すべり止めはあるか
●脱衣所は広いか、清潔か

●車イス対応か
●ペーパーホルダーや手すりの位置

●定員に対するベッド数
●くつろぎスペースの有無など

入浴設備の確認
トイレの使いやすさ

静養室の広さやベッド数

見学会でケアマネが見る部分は「施設・設備について」が最も多く、中でも多くのケ
アマネが「入浴設備」を挙げています。また「職員や利用者の様子」も見ているとい
う意見が多く聞かれました。

施設・設備について

その他の意見
● 玄関（清潔感、整理整頓、広さ）
● 機能訓練器具の種類
● 全体の清潔感・整理整頓されているか
● 掲示物

● テーブル、イスの配置にゆとりはあるか
● 昼食

● 利用者・職員の動線の安全面
● 日当たり・明るさ

● 日光や冷房の風が直接当たらないか
● 外観・雰囲気
● 立地（交通量、住宅街か商店街か、利便性）
● 駐車場、屋外スペース
● 送迎車の数、乗降のしやすさ
● 利用者が座った目線で見えるもの
● 事務室や職員用のテーブルの位置
● バックヤードを見せない工夫
● 消防設備、福祉用具、医療用具
  （処置などへの対応）
● リスク
  （イスやテーブルの位置から死角はないか）

職員の紹介はあるか、時計の位置は適切か、
飾りつけや作品、観葉植物が管理できているか

食事形態は柔軟に対応可能か、
デイで作るのか

（

（

）

）

ケアマネの意見をご紹介！第１部
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　現在、当施設とかかわっている居宅は65ヶ所ですが、当施設が
ある西宮市には117ヶ所の居宅があります。年2回、市内の送迎
範囲外の居宅も含めてできるだけ多くの事業所にあいさつに行きま
す。送迎範囲外にあってもケアマネはいろいろな地域の利用者を受
け持っていたり、送迎なしで利用したいという方もいらっしゃるか
らです。
　新規のケアマネへのあいさつは、相手の様子で滞在時間を調整
し、時間がなさそうだと判断した場合は、5分くらいのあいさつで
切り上げます。
　1人のケアマネと深く付き合うことも大事ですが、信頼を失う
と、その方からの紹介が減ります。ケアマネ1人から３人の利用者
を紹介いただくよりも、ケアマネ３人から１人ずつ利用者を紹介い
ただく方が、リスク回避もできます。逆に良い印象を持ってもらえ
れば、紹介が３倍に増える可能性もあります。

多数のケアマネと付き合うメリットは大きい

数日間の日程を設けて、時間帯も選べるようにする

　利用中の方を担当しているケアマネには「いつでも見学に来てくださいね」と声を掛け、随時見学を行っていますが、
利用中の方がいないケアマネはきっかけがないと見学に来にくいのではないかと考え、一斉見学会も行っています。
　一斉見学会は日程を数日間に設定し、時間帯も午前と午後から選べるようにしています。見学会だけでなく初め
にケアマネが興味を持っている体操体験などを含む事業所報告会を行い、その後、希望する方に見学をしていただ
きます。見学会後のアンケートでは「報告会後の見学は、より分かりやすかった」「ケアマネに成りたてでいろん
な施設を知りたいが、きっかけがないと知ることができないため、見学会を設けてくれてありがたかった」といっ
た意見をいただきました。

　現在は、通所リハビリテーションマネジメント実施加算（Ⅱ）のためのリハビリ会議を事務所で開催することが
増え、リハビリ会議の前後でも見学していただけることを伝えています。

送迎範囲外のエリアも含め、多数の居宅を訪問

一斉見学会は新規のケアマネとの出会いの場

リハビリ会議後の見学

西宮協立デイケアセンターほほえみ
西宮協立デイケアセンター第２ほほえみ

開催日程や招待状の送付先など事前準備の工夫をご紹介します。

より多くのケアマネと出会えるように、
招待先・日程を広げる

見学会を大成功させている事業所の工夫！第２部

多数の居宅（ケアマネ）を訪問するメリット
さらにほかの担当利用者も紹介してもらえる可能性
がある

ケアマネ
Ｂさん

ケアマネ
Aさん

３人のケアマネから３人紹介
→他にも利用者が増える可能性がある

１人のケアマネから３人紹介
→これ以上利用者は増えない

ケアマネ
Ｃさん

ケアマネ
Ｄさん

利用者
ｄさん

利用者
aさん

利用者
ｃさん

利用者
bさん

利用者
ｅさん

利用者
ｆさん

担当
利用者

担当
利用者

担当
利用者



厚生労働省

地域医療構想との整合性を取り、
2025年を見据えた第７期計画の作成が重要
　第７期計画の策定に向けて、基本方針の見直しにあ
たっての基本的な考え方や留意点などについて説明がな
された。
　基本的な考え方としては、団塊世代が75歳以上とな
る2025年に向けて、地域の実情に合わせた地域包括ケ
アシステムの進化・推進、市町村の保険者機能の強化と
地域マネジメントの推進などが挙げられた。
　また、第７期期間中の市町村の取り組みを基礎として、
2025年度の推計を行う必要があり、その際は都道府県
が医療計画の一部として作成する地域医療構想と整合性
が取れたものにすることが重要とした。
　都道府県の医療計画に関しては、市町村の介護保険事
業支援計画との整合性の確保を図る必要がある。そのた
め、都道府県や市町村における計画作成においては、関
係者による協議の場を設置し、より緊密な連携を可能に
する体制整備を図っていくよう求めた。

具体的な目標を計画に位置付ける
　地域マネジメントや保険者機能の強化が重視される
中、第７期計画策定のプロセスにおいては市町村が目
指すべき目標を示すことが求められる。目標を実現す
るための方向性を示すには、計画作成委員会などの場
において、地方自治体独自の調査結果や地域ケア会議
で把握された地域課題などを材料に、幅広い関係者と
議論し具体的な取り組み内容やその目標を計画に位置
付ける必要があるとした。
　市町村の保険者機能の強化を都道府県が積極的に支
援できるよう、2016年度には、モデルとなる５道府
県から専門的な知識を有する有識者などを一定期間派
遣し、給付費分析を含めた適切な計画作成などのアド
バイスを行う試行事業を実施した。2017年にはこの
事業をすべての都道府県で実施する予定。都道府県に
対し、事業の積極的な活用により第７期計画の作成に
おいて市町村を支援するよう求めた。

地域包括ケア「見える化」システムの
将来推計機能の利用促進を求める
　都道府県や市町村における介護保険事業（支援）計画

などの作成・実行を総合的に支援するために、地域包括
ケア「見える化」システムが提供されている。
　第７期計画策定の支援のために地域包括ケア「見える
化」システムには「将来推計」のツールが搭載されており、
2016年７月のものから改善・機能拡充した3.0次リ
リースが、３月下旬に予定されている。2017年夏ごろ
には、制度改正に対応し追加機能を実装したものがリ
リースされる予定だが、都道府県別の各市町村による利
用状況にはばらつきがあるのが現状。
　そのため厚生労働省は、2017年度初頭に実施を予定し
ている、将来推計機能の利用状況の把握に向けて、都道府
県が市町村に対して積極的な利用を呼び掛けるよう求めた。

介護職員処遇改善加算の取得を促進する
特別支援事業を行う
　2017年度から拡充される介護職員処遇改善加算につい
て、都道府県などが行う事業所への周知や加算取得にかか
わる助言などの取り組みを支援する「取得促進特別支援事
業」が展開される。事業内容例としては、以下の３点が挙
げられた。

（１）制度の周知・広報
事業所や介護職員向けのリーフレットなどの配布
や連絡会議、講習会を開催する

（２）事業所への助言・指導
コールセンターの設置や、専門的な相談員（社労
士など）の派遣などにより、加算取得に必要な賃
金規程の整備の具体的手順や規定の内容などにか
かわる個別の助言・指導を行う

（３）審査体制の確保
加算取得にかかわる審査業務の急激な増加が見込
まれるため、審査業務を滞りなく実施するために、
非常勤職員を雇用することなどにより、必要な体
制を確保する

　これらの事業の予算案（2017年度）は約42億円、
実施主体である都道府県、指定都市、その他の市区町村
などへの補助率は10割となっている。
　今後は国会に提出中の法案の審議状況を踏まえ、改め
て会議を開催し基本指針案を示すとともに、本年秋を目
途に都道府県に対して市町村の介護保険事業計画策定の
進捗状況などを確認するヒアリングを実施する予定。

　３月10日開催の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議にて、介護保険法の改正や2018年度から始ま
る第７期介護保険事業（支援）計画（以下、第７期計画）についての説明が行われた。

介護保険事業計画、2025年に向けたデータ分析・
推計を基に具体的な目標の位置づけを求める

必要なページをコピーしてお使いください

●ミーティング資料
　・効率的な会議を運営するために（資料、テンプレート）
　・会議資料（テンプレート）
　・議事録（テンプレート）
　・会議決定事項確認書（テンプレート）

●運営資料
　・自事業所の現状分析（テンプレート）
　・自事業所の特徴づくり（テンプレート）
　・自事業所の特徴づくり計画表（テンプレート）
　・個人面談について（資料）
　・個人面談実施のお知らせ（テンプレート）
　・個人面談シート（テンプレート）

●リスクマネジメント
　・転倒リスクチェック表（テンプレート）
　・発生リスク予想表（テンプレート）

●配布資料（ご利用者・ご家族用）
　・５月のデイの予定カレンダー（テンプレート）
　・日光浴で骨を丈夫に！（資料）

テンプレート（PDF　 ・Word　 ）が、お役立ちツールCD５月号（別売）に収録されていますP Ｗ
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効率的な会議を運営するために

ミーティング資料

会議の目的に関係あるスタッフのみ出席する １回の会議の時間は１時間以内

事前準備

　効率的な会議を運営するためには、事前に会議の目的を明確にする必要があります。会議には、
以下のような目的があります。

　効率的な会議を運営するためのポイントは以下の６つです。

１． 目的を明確に

２． 効率的な会議を運営する

など

１．何かを決定する

２．アイデアを出す

３．情報を共有する

４．親睦・交流を図る

※次ページ参照 ※次ページ参照

５．スタッフの意志を統一する

会議の目的

１つの会議は１つの目的に限定して行う 会議の結果について確認・フォローを行う

今日は
私たちだけの

 参加ね

マナーモードに
しておこう

いい案が
出るかな

ルールの徹底
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１週目 転倒予防

防災

利用者増を目指す

ストレスについて

２週目

３週目

４週目

１週間ごとに使えるスタッフ研修資料を紹介します。
※コピーし、自主学習やミーティングなどの資料として使用してください。

研修資料（PDF）が、お役立ちツールCD５月号（別売）に収録されています
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転倒予防

風船バレー中に、後ろへ行った
風船を打とうとして後方に倒れた。

　高齢者は加齢とともに、疾患や障害を負ったり、筋力や関節可動域、視力、注意力などが低
下するため転倒しやすい状態にあります。また、骨粗しょう症などによって骨折しやすくなっ
ている場合もあります。転倒・骨折は、身体面・精神面・社会面で、本人だけでなく周囲にさ
まざまな問題を発生させます。一度転倒してしまうと「また転倒してしまうのでは」という恐
怖心などから、外出やさまざまな活動が怖くなり、活動量が低下したり、閉じこもりがちにな
る「転倒後症候群」などの精神的なダメージを強く受ける場合もあります。スタッフには転倒
を未然に防ぐための配慮が求められます。

『転倒・骨折』は本人・家族にさまざまな問題を発生させる！

　転倒は誰にでも起こり得ることであり、すべてを防ぐことはできません。しかし、転倒が発
生しやすい場面を把握し、事前に対応することは重要です。さまざまな場面を想定して常に注
意していきましょう。

デイサービスで実際にあった転倒事例

　万が一、利用者の転倒が発生してしまった場合、どの要因に該当するのか検討し、改善・解
決できる要因には早急に対応していきましょう。

●加齢
●筋力の低下
●関節可動域の低下

●疾病
●服薬による影響

【内的要因】
●段差
●階段
●濡れている床

●カーペットのめくれ
●片付けられていない部屋

【外的要因】

など など

　転倒には以下のような内的要因と外的要因があると言われています。

配布日：　　　　　　年 　　　月 　　　日

●コピーしてお使いください

食堂の床に水がこぼれており、
滑って転んだ。

転倒歴のない人が、道端の凹凸
につまずいて転んだ。

１週目 転倒予防

防災

利用者増を目指す

ストレスについて

２週目

３週目

４週目

１週間ごとに使えるスタッフ研修資料を紹介します。
※コピーし、自主学習やミーティングなどの資料として使用してください。

研修資料（PDF）が、お役立ちツールCD５月号（別売）に収録されています
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骨盤前後

第２回 掃除動作の維持・向上

効果 骨盤の動きの向上 効果 骨盤の動きの向上

効果 体幹を回旋させる動きの向上 効果 体幹の動きを促す

片方のお尻を上げ、腕は同じ方向に伸ばします。
新聞棒を持った両腕を前に伸ばしながら、骨盤を後ろに
倒し、腕を手前に引きながら、骨盤を起こします。

座位で行う

改善体操

骨盤左右1 2

体幹の回旋① 体幹の回旋②3 4

新聞棒１本（１日分を丸め、ビニールテープなどを巻く）を使います

「座位で行うADL・IADL改善体操」の動画
をお役立ちツールCD５月号に収録
※DVDプレイヤーでは再生できません。 定価600円（＋税）

動画で学べます！

定価1,000円（＋税）お役立ちツール動画DVD

動画をDVDでも販売！テレビで見れます別売

ＮＰＯ法人日本介護福祉教育研修機構

理学療法士  野田 和美 介護福祉士  川原 つくし

片方のお尻を
上げる

新聞棒を持ち、バンザイをしたまま体を左右にひねります。

腕を伸ばす

視線は手に バンザイをする

腕は同じ方向へ
腕を引く

骨盤を倒す 骨盤を起こす

こつ ばん こつ ばん

体を左右にひねりながら、腕を伸ばしたまま
新聞棒を動かします。

前後交互に３回ずつ 左右交互に３回ずつ

左右交互に３回ずつ左右交互に２回ずつ
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昭和クイズ
●コピーしてお使いください

名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

（１） 全米の子どもから日本の子どもに、親善のために贈られた
人形の目は何色だったでしょう？

　　　　 ①緑　　②青　　③灰色

（2） 「日本万国博覧会（大阪万博）」のシンボルである建造物の
名前は何でしょう？

　　 　　①大地の塔　②いのちの塔　③太陽の塔

（3） 東京の渋谷駅前にある銅像のモデルとなった、忠犬の名前は何で
しょう？

　　 　　①イチ公　②ポチ公　③ハチ公

（4） 人類が初めて月面着陸したときの、宇宙船の名前は何でしょう？

　　 　　①アポロ11号　②アポロ8号　③アポロ3号

（5） ぜいたく感や高級感のあるものにつけられるようになった
言葉は何でしょう？

　　 　　①デラックス　②エキストラ　③マックス

（6） 国の特別天然記念物にも指定されている、北海道・阿寒湖の
丸い形の植物は何でしょう？

　　 　　①ワカメ　②マリモ　③モズク

（7） アメリカでも大ヒットした、坂本九さんの名曲は何でしょう？

　　 　　①上を向いて歩こう　②涙がこぼれないように　③一人ぽっちの夜

答え

答え

答え

答え

答え

答え

答え

答えは201ページにあります

脳トレ／記憶力・想起

昭和の出来事について番号で答えましょう

にっぽんばんこくはくらんかい

しぶ や ちゅう

あ

さかもときゅう

かん こ

けん

おおさかばんぱく



●コピーしてお使いください

虫食い算
名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

□に入る数字を［　］から２つ選び、式を完成させましょう

答えは201ページにあります

① ６

［ 5・4・2 ]

＋ ＝

② ２

［ 1・5・7 ]

－ ＝

③ 14３

［ 3・7・8・9 ]

＋ ＋ ＝

④ ９12

［ 4・6・9・5 ]

＋ － ＝

⑤ １６

［ 10・16・14・7 ]

－ － ＝

⑥ 26２

［ 13・7・6・10 ]

＋× ＝

⑦ 13５

［ 7・8・21・27・23 ]

－× ＝

⑧ ７４

［ 3・4・7・21・28 ]

÷ ＋ ＝

⑨ ３４

［ 72・63・54・9・7 ]

－÷ ＝

⑩ 16８

［ 13・12・5・2・4・11]

÷× ＝

1問
10点 100

脳トレ／計算力



●コピーしてお使いください

クイズぬり絵
名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

ぬり絵をしたあとクイズに答えましょう。答えは、ぬり絵の中に隠れています

 鉄道貨物
てつ どう か もつ

１服の袖の汚れを防ぐ、筒状の布は何でしょう？
そで つつじょう

２「郵便記号」はどんな形をしていますか？

３主に男性が仕事などで正装するときに使う、
首に結ぶ細長い布は何でしょう？

答えは201ページにあります

答え

答え

答え

脳トレ／思考力・記憶力



続きは本誌をご覧ください

購入はこちらから

http://dayshop.biz/products/detail292.html
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