


世界牛乳の日
牛乳や酪農、乳業に対する関心を深めることを目的として、
国連食糧農業機関（FAO）が2001（平成３）年に制定しま
した。牛乳は、たんぱく質やカルシウムなどの栄
養をバランスよく含む食材です。カルシウムに
は、骨や歯を形成したり、精神を安定させる働き
があると言われています。

ロコモ予防の日
「ロ（６）コ（５）モ」「ろ（６）うご（５）」の語呂合わせにちな
み、ロコモティブ・シンドローム（運動器症候群）の認知度
を高め、予防に関する正しい知識を広めることを目的として、
ロコモティブ・シンドローム予防推進委員会が制定しました。
ロコモティブ・シンドロームとは、骨や関節、筋肉などの衰え
て、寝たきりや要介護になる危険が高い状態のことです。バ
ランスの取れた食事で栄養を取り、体を動かす習慣を付ける
ことが予防に効果的と言われています。

ローズの日
６月はバラ（ローズ）の花が最も美しい季節であることと、「ロ
（６）ーズ（２）」の語呂合わせにちなみ、制定されました。バ
ラには登録されているだけでも４万種以上の品種が存在し
ます。2004（平成16）年には、それまで実現不可能と思わ
れていた青いバラが遺伝子操作によっ
て誕生し、「夢が叶う」「奇跡」という花
言葉が付けられました。

石言葉 正義感

誕生石 アレキサンドライト・サファイア

石言葉 夢の実現

誕生石 アンバー

測量の日
1949（昭和24）年のこの日に、測量法が制定されたことを
記念し、建設省（現・国土交通省）が制定しました。
測量は古代エジプトの時代から行われており、日本では、
1800年に伊能忠敬が、日本地図作成のために蝦夷地
（現・北海道）で初めて本格
的な測量を行ったと言われて
います。

石言葉 忠実

誕生石 逆四分ゴールド

石言葉 多芸多才

誕生石 オドントライト

石言葉 幸せを願う

誕生石 クリソベリル・アレキサンドライト

〈活動展開のヒント〉

213ページの「６月の花」に色を塗りましょう

〈活動展開のヒント〉

24～27ページの「歌いながらトレーニング」をしましょう
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牛乳、砂糖を鍋に入れて弱火で温め、沸騰する直
前に火から下ろす。
ゼラチンを　に加えて混ぜ溶かす。
　を器に流し入れ、冷蔵庫で冷やし固めて出来
上がり。お好みでジャムなどを添えても良い。

牛乳400cc、砂糖大さじ３、ゼラチン５g

「牛乳プリン」を作りましょう
デイで簡単

作り方
材料（４人分）

活動展開の
ヒント

虫の日
「む（６）し（４）」の語呂合わせにちなみ、日本昆虫クラブが
提唱しました。福島県常葉町（現・田村市）も、カブトムシが
元気に育つ自然環境の保護のために、この日を記念日とし
ています。
現在、名前が付けられている
昆虫は約150万種と言われ
ており、毎年2000種以上の
新種が発見されています。

以下の５つの漢字が表す虫の名前を、A～Ｅから選
びましょう
　蟷螂 　　馬大頭 　　蝸牛 　　蜘蛛 　　飛蝗

Ａ.クモ
Ｄ.バッタ

Ｂ.オニヤンマ 　Ｃ.カマキリ
Ｅ.カタツムリ

Ｃ（カマキリ）　　Ｂ（オニヤンマ）　　Ｅ（カタツムリ）
Ａ（クモ）　　Ｄ（バッタ）

答え

「虫の名前漢字クイズ」をしましょう

【今日の出来事】
画家パブロ・ピカソの代表作「ゲルニカ」が完成
した
この日発売の週刊少年ジャンプにて、中沢啓治の
漫画「はだしのゲン」が連載開始

1937年

1973年

【今日の出来事】
日本初の洋式大型船（軍艦）「鳳凰丸」が浦賀で竣
工する。
長谷川一夫・李香蘭主演の映画「支那の夜」が
初公開された

1854年

1940年
〈活動展開のヒント〉

身の回りにある物の長さを
当てましょう

【今日の出来事】
５月31日に完成した両国国技館で、初めて相撲が
取られる

1909年

１日（木）

２日（金）

３日（土）

５日（月）

４日（日）

活動展開のヒント
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制度改定、報酬改定と
デイ職員に求められる能力

妹尾 弘幸日本通所ケア研究会　会長

　今年度より、全自治体で、要支援1・2の方が予防事業へ移行（訪問介護、通所介護）していきます。今
後は、これがさらに進み、介護保険は中重度者中心の制度になっていきます。
厚生労働省は、公的には中重度者の定義をしていませんが、中重度者ケア体制加算等を考慮すると、中重度とは要介護
度３～５を意味すると推測されます。

　来年度は介護報酬・制度改定が行われ、今後「地域包括ケア」が推進されていきます。来年度の改定では、
共生型サービス(高齢者・障害者・障害児すべて利用可となる)、通所介護の報酬削減、デイケアの機能明確
化等が検討されています。
　介護保険は、中重度者中心になることが決まっており、今後その方向で政策誘導されていきます。その第
一弾として、今年度からは全自治体で訪問介護・通所介護の介護予防事業移行が実施されました。
　激変する介護制度、その中でデイ職員はどの能力を高めていく必要があるのかを述べたいと思います。

　中重度者中心の現場は、どのような姿になるでしょうか。
　現在のように、集団体操やマシンなどを中心にしたトレーニングは困難となり、１対１のかかわりが重
要となります。そのため、１対１で行う機能訓練の必要性も高まるでしょう。しかし、利用者の大部分が
中重度者であるときにPT・OTだけでは、十分な訓練はできません。地域包括ケア研究会の報告書でも高
齢者のリハビリは、リハ職が立てた計画に従い介護福祉士が実施していることを想定しています。
　すべての介護職は、基本的な機能訓練については、１対１で提供できるだけの知識と技術を備えておく
必要があります。

　地域包括ケアの下では、地域への早期退院が促進されます。その結果、「軽度の医療ニーズを持った在
宅要介護高齢者」が増加していきます。
　また、中重度要介護者は、医療ニーズを持つ割合が高いため、介護保険の中心が中重度者になるに伴い、
介護現場でも医療ニーズに対応することが当たり前になっていきます。
　同時に、介護職ができる医療行為も吸痰などから、順次拡大されていくでしょう。

特別寄稿

1

2

3

利用者増の変化

中重度者中心の介護保険の現場

医療ニーズを持った在宅要介護高齢者の増加

～ 介護保険は中重度者中心の制度に ～

～ 介護職による１対１の訓練が重要に ～

～ 医療ニーズに対応できる介護職となる ～

（ ）
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デイで人気の集団　　     ・訓練体操特集
１

集団体操

１ 大人のバレエ教室
日高デイトレセンター

［実施人数の目安］［対象者］
30人ほどの集団比較的身体機能の低い方、車イスの方

体操の目的（効果）
バレエの所作を取り入れたストレッチとストレッチ後の運動によって、筋力の維持・向上や姿勢保持
を行います。音楽に合わせて実施することで、緊張せず、動きをイメージしやすくなります。

準備物
イス
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姿勢よく座る

片手を横、もう一方の手を上へ

両手を上にあげる

上げた手を肩の高さへ下ろす

肩の高さまで下ろす

下ろした手を横に広げて戻す

イスの背もたれから背中を離して姿
勢よく座り、両手を腰に当てる。

片手を体の横に広げ、もう一方の手
を上へあげる。視線は上げた手先を
追う。

腰から手を放し、体の横を通るよう
に両手を上げる。このとき、ひじは
軽く曲げ、視線は手先を追う。

上にあげた手を肩の高さまで下ろす。

両手を肩の高さまで下ろす。

下ろした手を横に広げて胸を張り、
腰に手を戻す。

１

２

上肢の体操１

上肢の体操２

デイで人気の集団体操

離す

両手は腰に

軽く両ひじを
曲げる

肩の高さ
まで下ろす

一方の手を
上に

肩の高さまで
下ろす
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タブレットを使用し、動画でデイの様子をお伝え

　ほとんどの場合、ケアマ
ネを通じて見学・お試し希
望者が来られます。私たち
のデイサービスを選んでも
らうためには利用者のニー
ズに合うコンセプトを伝え
ることが重要となります。
　コンセプトはどこのデイ
サービスでもあるような
「家庭的」「楽しい」など
の抽象的なものではなく、
「できることを増やすデ
イ」「夕食サービスもある
デイ」など、具体的な内容
にするとケアマネに紹介し
てもらいやすくなります。

　お試し利用の際は少しでも不安を解消してもらうために、
事前に自宅を訪問し、利用者・家族・ケアマネにタブレット
で動画を交えて日々の活動をお伝えしています。
　さらに、ホームページを地域とのコミュニケーションツー
ルの一つとして位置づけ、事業所内での様子や提供プログラ
ムなどの動画や写真をブログ（恵正会日記）で積極的に発信
しており、お試し利用の前に閲覧してもらうよう声かけをし
ています。
　ケアマネにも見ていただいており、そのブログを見て本契
約につながった方も少なくありません。

㈱日本生科学研究所

二宮内科デイケアセンターなごみ

ケアマネが担当利用者の希望に沿ったデイを選ぶ際、参考にしているのが「事業所のコ
ンセプト・特長」です。ケアマネに自事業所のコンセプト・特長を知ってもらうために
各事業所が行っている工夫をご紹介します。

ケアマネに配布するパンフレットに特長を記載

事前訪問し、タブレットを用いて動画で説明

① 事業所コンセプト（強み）をケアマネに伝える工夫

「できることを増
やす・続ける」
というコンセプ
トを掲載

３つの特長を掲載

身体機能の維持向上
〜マシントレーニング〜

IADLの維持向上
〜PTによる実践的訓練〜

生きがい発見
〜生活歴・興味関心ごと
　のアクティビティ〜

●

●

●







①便秘予防について

②食中毒予防について

③脱水予防について

④熱中症予防について

研修資料（PDF）が、お役立ちツールCD６月号（別売）に収録されています

１週間ごとにコピーして１枚ずつ渡せるスタッフ研修資料を紹介します。
本文に、その時期に注意したいこと、ご利用者のケアに取り入れるべきことなどをまとめています。
ケアの向上のため、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。



　高齢になると、のどの渇きを感じにくくなるなどの身体機能の低下や疾患による影響、利尿
剤などの服用による尿量・排尿回数の増加、失禁などを気にして自ら水分摂取を控えるなど、
さまざまな原因で脱水になりやすい状態にあります。脱水には以下のような症状があります。

脱水の原因と症状

　上記の中でも、乾燥が顕著に表れるのはわきの下です。さらに症状が進行すると、傾眠、せ
ん妄、幻覚、意識混濁などの症状が現れます。

など

●疲労感（体がだるい） ●立ちくらみ ●皮膚や唇、口腔内の乾燥

脱水を疑う症状例

●口が渇く　

●皮膚の弾力性の低下       ●食欲不振       ●血圧低下       ●頻脈       ●微熱

脱水症の兆候

尿量減少

ハンカチーフサイン

脇の下の乾燥

爪サイン

舌の乾燥

口渇感

腕の皮膚をつまみあげて
放したときシワが残る

爪を軽く押した後、２秒たっても
赤味が戻らない

脱水予防策

など

定期的に水分を摂取する
水分は、一度に大量に摂取するのではなく、こまめに摂取する
汗をかいたときに水分を摂取する場合は、併せて塩分を摂取する（スポーツド
リンクや経口補水液がよい）
利尿作用のあるカフェインが含まれた飲み物（緑茶・ウーロン茶など）は排尿
を促す場合があるため水分補給を目的とする場合は控える
尿量の減少や色が濃いなどの変化がないか注意する（この場合、水分不足が生
じている可能性がある）

●

●

●

●

●

配布日：　　　　　　年 　　　月 　　　日

●コピーしてお使いください

脱水予防について



ケースカンファレンスに役立つ資料
・ケースカンファレンス（事例検討会）実施前に読みましょう（103ページ）
・ケースカンファレンス事前準備シート（104、105ページ）
・ケースカンファレンス進行表（106ページ）

ミーティングに使える

デイからご利用者・ご家族に配布する資料
・６月のデイの予定カレンダー（114ページ）
・室内トレーニング（115ページ）

利用キャンセル減少に役立つ資料
・利用キャンセルを減らすためのポイント（107ページ）
・利用キャンセル理由把握表（108ページ）
・利用キャンセル理由の分類と具体策（109ページ）

管理者・リーダー向け、運営に使える

ご利用者・ご家族への連絡に使える

リスクチェック表・リスク把握に役立つ資料
・食事リスクチェック表（110ページ）
・リスク影響度チェック表（111ページ）
・リスク記入カード（112ページ）
・リスクマップ（113ページ）

リスクマネジメントに使える

セットで使います

必要なページをコピーして
お使いください





骨盤前後

第３回 拭き掃除動作の維持・改善

効果 骨盤の動きの向上 効果 骨盤の動きの向上

効果 手首の動きの向上 効果 手首の動きの向上

お尻を交互に上げ、骨盤を左右に動かします。両手を腰に当て、骨盤を前後に動かします。

座位で行う

改善体操

骨盤左右1 2

手首の運動① 手首の運動②3 4

「座位で行うADL・IADL改善体操」の動画
をお役立ちツールCD６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

お尻を交互に
上げる

両腕を前に伸ばし、手のひらを左右に動かします。

手のひらは正面に
向けたまま左右に

おへそを
引っ込める
イメージ

おへそを
前に出す
イメージ

こつ ばん こつ ばん

両腕を前に伸ばし、手を上下に動かします。

前後交互に３回ずつ 左右交互に３回ずつ

左右交互に３回ずつ上下交互に３回ずつ
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　この連載では、事業所のウリづくり、ケアマネジャー（以下、ケアマネ）へのＰＲや効果的な営業方法、
見学率アップなど、黒字化につながるデイの取り組みについて紹介します。

「営業」「ケアマネなどへのPR」
有限会社オール・ウェイ　代表　大田 佳之道

1
　弊社では、利用者増を目指すために営業に力を入れている。毎月1回、営業会議を開催し、今月・来月の営業展開
について話し合い、チラシづくりや営業研修などを行っている。

　弊社では、毎月１回デイ新聞「オールウェイ

通信」を発行し、それを持って居宅介護支援事

業所を回るように徹底している。デイ新聞とい

えば、「プログラムの紹介」「イベント案内」

「空き状況」などが一般的で、多くの事業所が

同様の内容で新聞を作っている。弊社では、

「せっかく作っても面白くなければ読んでいた

だくことはできない」「もっと興味を引くもの

でなければ」というスタッフの意見から、毎月

趣向を凝らし、見出しにもこだわったデザイン

で以下のような内容で作成してケアマネとの話

題が尽きない新聞づくりをしている。

デイ新聞は「面白く、興味を引く」がポイント1

オールウェイ通信

興味を引くための内容例

●「オールウェイ農園」
　の近況

●ある事業所の所長の
　結婚式の話題

●旬の味覚の話題

●健康に関する情報

　　　　　　　　など

事業所のことから
プライベートのこ
とまで幅広い話題
を掲載
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本連載で紹介する認知症の症状

中核症状 周辺症状

●妄想
●幻覚
●睡眠障害
●徘徊

●暴言・暴力（第３回）
●介護拒否
●焦燥
●抑うつ（第３回）

●記憶障害
●失行
●見当識障害
●実行機能障害

●失語
●失認（第３回）

　この連載では、日常生活に支障を来す認知症の各症状の進行の緩和につながるとともに、通所
サービスで新設された「認知症加算」の算定に向けた目標設定とプログラム例を紹介します。
　認知症加算の算定要件をクリアするには、人員配置などを満たした上で「認知症の症状の進行
の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラム」を作成する必要があります。

単位数

人員配置

算定要件

【認知症加算の算定要件】

前年度または算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活
自立度Ⅲ以上の利用者の割合が20％以上であること（要支援者は含めない）
※前３月間の実績で算定の届け出を行った場合、その月以降も、毎月20％以上を維持しなければならない（毎月その割合を
記録し、20％を下回った場合は直ちに届け出を提出する）

前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始した事業所、または再開した事業
所など）は、前年度の実績による加算の届け出はできない

認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成する

認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修の修了者等を
提供時間を通じて１名以上配置する

看護職員または介護職員を指定基準＋常勤換算で２以上確保する

60単位／日

算定対象 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の人が対象

●

●

●

●

●

認知症の症状
中核症状
周辺症状
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スムーズに卒業へ導く工夫（利用開始時の説明、他サービスとの並行利用など）

　在宅強化型老健として高い在宅復帰率を保つ恵

仁荘は、在宅支援の強化に向けてさまざまな取り

組みを実施しています。

　平成27年４月～12月で、入院・入所を含む終了者

65人中４人（6.2％）が卒業（デイサービスや地域の

サロンなどへ移行）し、平成28年４月から社会参

加支援加算を算定しています。

　平成28年の実績は、終了者96人中６人（6.3％）が

卒業し、平成29年も加算の算定が可能となりまし

た。卒業したご利用者はまだまだ少なく、平成27

年の介護保険制度の改定を機に「ご利用者の卒

業」を意識し、さらに地域につなぐことができる

ように取り組んでいます。

利用前には相談員と療法士が一緒に自宅を訪問し、ケアプランを基に、身体機能面、活動・参加面、環境
面を考慮した上で明確な目標と終了目安を決めている。

① 利用前の明確な目標と終了時期の目安を設定

リハビリテーション会議を通し、並行して利用しているデイサービスなどでの運動内容や頻度を調整する
ことで、よりスムーズな目標達成につながっている。
また、地域ケア会議（ケース検討会）などを活用し、医師や保健師、包括支援センター職員、施設の職員
などが参加し、『卒業』『就労』に向けてチームで仕掛けづくりを行っていくことも必要と考える。

② リハビリテーション会議などを通してサービス調整

社会参加支援加算算定の実際

通 所 リ ハ

第３回

通所リハビリテーション（以下、通所リハ）には心身機
能の訓練だけでなく、活動・参加につながるリハビリを
期間を設定して提供することが求められ、それによる
加算なども設けられています。加算算定にあたって工
夫した点や、運営上のメリット・デメリットなどをお伝
えしていきます。

介護老人保健施設 恵仁荘 通所リハビリテーション  秀嶋 敏和（通所リハ主任、理学療法士）

“卒業”への意識付けと地域との連携

１名
２名
３名

０名
６名
０名

０名
０名
０名

０名
２名
３名

２名

医師
看護職

理学療法士
作業療法士

言語聴覚士
介護職
運転手
合計 14名０名 ５名

人員配置
職種 常勤 非常勤

（常勤換算） 職種 常勤 非常勤
（常勤換算）

施設の概要
利用定員数：70名
平均介護度：1.45前後
実利用者数：150名
営業日：月～土（※祝祭日営業）

サービス提供時間帯：8：30～17：30

けい じん そう
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続きは本誌をご覧ください

購入はこちらから

http://dayshop.biz/products/detail298.html
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