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NHKで「国民歌謡」の放送開始
1936（昭和11）年のこの日、NHKでラジオ番組「国民歌
謡」が放送開始されました。1941（昭和16）年まで放送さ
れ、「夜明けのうた」「春の唄」「隣組」など、数々のヒット曲を
生み出しました。

イタリアワインの日
1946（昭和21）年のこの日、国民投票の結果を受けてイタ
リア共和国が建国されたことにちなみ、イタリアワインの認
知度を高め、そのニーズを掘り起こすことを目的とし、イタリア
大使館とイタリア貿易振興会が制定しました。

色言葉 女性らしさ
誕生色 ペールクロッカス

色言葉 チャーミング
誕生色 菫色

色言葉 無邪気
誕生色 ペールホワイトリリー

緑内障を考える日
「りょく（６）な（７）い」の語呂合わせにちなみ、「緑内障フレンド・
ネットワーク」が制定しました。中途失明の原因で最も多いとさ
れる緑内障について広く考え、一年に一度は検診を受けるよう
呼び掛けることを目的としています。緑内障は、少しずつ視野が
狭くなっていき、失明に至るおそれもある病気です。症状の進
行が非常に遅く、自覚症状はほとんどありません。予防するに
は、生活習慣を改善し定期的に検査を受けることが大切です。

梅の日
室町時代の天文14年４月17日（現在の６月６日）、京都の
加茂神社の例祭で、後奈良天皇が神事を行った際に梅が
献上されたとされることから、梅の代表的産地である和歌山
県田辺市の「紀州梅の会」が制定
しました。梅の果実は梅干しや梅
酒、酢やジャムなどに加工されます。

時の記念日
「日本書紀」の天智天皇10年４月25日（グレゴリオ暦671
年６月10日）の記述に、「漏刻を新しき台に置く。始めて候
時を打つ。鐘鼓を動す」とあることにちなみ、東京天文台と
生活改善同盟会が制定しました。漏刻とは、水が一定の速
度で流れることを利用して時刻を測る時計です。

色言葉 人道主義
誕生色 メロンイエロー

色言葉 清廉潔白
誕生色 エルムグリーン

パソコン検定の日
検定試験はその実力にふさわしい級（９）を判断するとの意
味から、パソコン検定試験を行う財団法人全日本情報学習
振興協会が、毎月９日を記念日に制定しました。現在、就職
活動を有利に進めるためにパソコン検定の資格を取る学生
や、パソコン教室に通う高齢者も多くいます。

色言葉 身だしなみ
誕生色 クリーム

色言葉 明るさ
誕生色 レモンイエロー

1日（金）

2日（土）

4日（月）

6日（水）

7日（木）

ローションパックの日
「ロ（６）－ションパ（８）ック」の語呂合わせにちなみ、株式会
社チズコーポレーションの代表取締役・佐伯チズ氏が制定
しました。スキンケアの基本となるローションパックのさらなる
普及を目的としています。

色言葉 愛情
誕生色 オリーブドラブ8日（金）

10日（日）

9日（土）

熱気球記念日
1783年のこの日、フランス・パリでモンゴルフィエ
兄弟が、世界で初めて熱気球の無人飛行実験に成功した
ことにちなみ、制定されました。洗濯物を乾燥させるために火
を焚いたとき、洗濯物が上昇する気流でポケットのような形
になることから、熱気球を思い付いたといわれています。

色言葉 規則正しい
誕生色 ペールフレッシュグリーン5日（火）

水虫治療の日
「む（６）し（４）」の語呂合わせと、水虫を患う人が急増する時
期であることにちなみ、大源製薬株式会社が制定しました。
水虫治療の大切さと、水虫は必ず治る病気であることを多く
の人に知ってもらうことを目的としています。

「カップルを作れ！漢字神経衰弱」をしましょう
活動展開の

ヒント

食べ物、もしくは飲み物を３種類用意
する。参加者は目隠しをしてそれぞれの
匂いを嗅ぎ、それが何かを当てる

水虫予防のポイントをチェックしましょう
活動展開の

ヒント

活動展開の
ヒント

【今日の出来事】
多摩川スピードウェイにて、第１回全国自動車
競走大会が開催された

1936年

【今日の出来事】
本州四国連絡道路神戸・鳴門ルートの大鳴門橋
が開通

1985年

国民歌謡「隣組」を歌いましょう
活動展開の

ヒント

1

2

漢字カードの字が書かれている面を下に向けて、テーブル
の上に並べる。
参加者は１人２枚カードを
めくり、合わせて１つの漢字
にできる組み合わせであれ
ば、そのカードをもらう。組み
合わせがなくなるまで繰り
返し、一番多くカードを手に
入れた人の勝ち！

漢字カード（漢字や部首を１枚ずつ書いたもの）

やり方

準備物

1

2

3

チームに分かれ向かい合って
座り、各チームの風船の色を
決める
自分のチームの風船が落ちな
いよう、うちわで風船をあおぐ
３分間行い、床に落ちた風船
の数が少ないチームの勝ち！

風船（２色）…各色３個、うちわ…人数分

やり方

準備物

1 爪楊枝などで梅のへたを取り除く。
　とたっぷりの水を鍋に入れ、弱火で梅が浮いてくるまでゆでる。
　をザルにあげてお湯をきったら、こして種を取り除く。
　とグラニュー糖を鍋に入れて、煮詰まったら火を止めて冷
まして出来上がり。冷めたらガラス瓶に入れて保存する。

完熟梅…200g、グラニュー糖…50g

「梅ジャム」を作りましょう

作り方

材　料

活動展開の
ヒント

「ふわふわ気球ゲーム」をしましょう
活動展開の

ヒント

とんとんとんからりと　隣組
格子を開ければ　顔なじみ
廻して頂戴　回覧板

知らせられたり　知らせたり
とんとんとんからりと　隣組

「隣組」 作詞：岡本一平　作曲：飯田信夫
おかもといっぺい いい だ  のぶ お

こう   し

まわ ちょうだい かいらんばん

※一部省略

「ソムリエ対決！」
をしましょう

プロポーズの日
花嫁が幸せになれるとされているジューンブライド（＝６月）の
最初の日曜日であることにちなみ、一般社団法人全日本ブ
ライダル協会が制定しました。結婚の守り神ジュノーが支配
する６月にプロポーズをして、幸せな結婚にゴールインする日
となることを目的としています。

色言葉 真理
誕生色 プルプル3日（日）

「漢字カード」をお役立ちツールCD６月号に収録！
月刊デイのホームページからもダウンロードできます

「タイピング対決」をしましょう
活動展開の

ヒント

「今何時？クイズ」をしましょう
活動展開の

ヒント

スタッフが言った単語の文
字を指でタッチする。一番
早くタッチできた人の勝ち！

下の時計の絵を見て、何時を指しているかを当てましょう

ひらがな表（A4サイズ用紙）…人数分

やり方

準備物

「ひらがな表」をお役立ちツールCD６月号に収録！
月刊デイのホームページからもダウンロードできます

【水虫予防のポイント】
靴下を毎日取り替える
こまめに床掃除をする
通気性の良い靴・靴下（木綿など）を履く
足の指の間まできちんと洗う
家族に水虫の方がいる場合、スリッパやバスマットは分けて使う

2 1

3 2

4 3

1 ティッシュペーパー１枚を手の甲に乗せ、上か
らひたひたになるまで化粧水をかける。
ティッシュの上から使い捨て手袋をは
め、手首の部分に輪ゴムをつける。
そのままの状態で５～15分程度経った
ら、手袋とティッシュペーパーを外し、ハ
ンドクリームを手全体になじませる。

ティッシュペーパー、使い捨て手袋、輪ゴム、化粧水、
ハンドクリーム

「お手軽！ハンドパック」をしましょう

やり方

準備物

活動展開の
ヒント

2

3

1

1

2
3

近くのものを10秒間見つめる。
なるべく遠くのものに目を移し、10秒間眺める。
指を上下左右に動かし、目で指先を追う。
　　 を繰り返し３回行う。

目の体操をしましょう

やり方

活動展開の
ヒント

2 3

Q１． Q２． Q３．

Q１．12時20分　 Q２．20時38分　 Q３．7時15分答え

効果：毛様体筋のコリをほぐして、疲れた目をリラックスさせる

さ

てん

うた となりぐみ

となり  ぐみ

こく みん  か   よう

む    じゃ     き

わずら

だい  げん せい  やく

も  めん

みず むし   ち   りょう

た

すみれ

はな よめ

ねつ   き きゅう

てん  ぶん

か     も

けん じょう

た   なべ

つま  よう    じ

びん

き   しゅう

か    じつ うめ     ぼ うめ

しゅ す

れいさい ご     な     ら しん    じ

うめ

ちゅう   と    しつ めい

せい れん  けっ  ぱく

こう    べ なる    と おお なる    と  きょう

もう   よう  たい きん

た     ま   がわ

りょくないしょう

に  ほん  しょ     き てん    じ

ろう   こく

じ しょう   こ てん  もん だい

こう

さ   えき

じん  どう
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デイケアでの運動の様子や目標達成状況は、動画を
用いてご利用者・ご家族にフィードバックする。訓
練の効果や変化を共有し、次のステップへのモチ
ベーションにつながるようサポートする

ステップの表を、リハビリ計画や自主メニュー表、
バイタル記録などと一緒に１冊のファイルにまと
め、帰宅時に持ち帰っていただくことで、自分で目
標の確認をできるようにする

ポイント
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　利用者から選ばれ、稼働率を上げる最も根本的な部分は、経営陣や管理職だけではなく、一般職員が稼働率
を意識しているか否かにあります。
　より分かりやすく、しっかりと意識するためには稼働率とスタッフへの報酬をリンクさせるツール、仕組
みが必要です。各職員が稼働率を意識すれば、経営陣が口酸っぱく「選ばれる事業所になる･･･」などと言わ
なくても、自分たちがどのようなサービス提供をすれば稼働率が上がるのかを自発的に考えるようになりま
す。また、人事考課はご利用者の評価や稼働率を基準にすればシンプルで公平な上に高稼働率の達成につな
がります。
　以下に当方で行っている方法をご紹介します。

　当方では当日の利用者数に応じて職員に大入袋を出しています。イラスト付きの「大入袋カード」を「今日
もありがとう」という感謝の言葉とともに渡すことで、職員の労をねぎらう効果もあります。金額の問題もさ
ることながら、利用者数が多いことに対して一定の評価基準があることが意欲向上につながっています。

対象：当日出勤者（介護職、看護職限定）
※看護職については７時間以上デイサービス業務に従事した者に限る

各自が「大入袋カード」を保管し、月末にクリアファイルに入れて事務局に提出する。
月末締めの翌月支給（給与で支払う）。
大入袋カードを紛失したり、申請が滞った場合は『無効扱い』とし、再申請は一切受け付けない。

【大入袋制度の概要】

稼働率とスタッフへの報酬をリンクさせる４つの仕掛け
①毎日の利用者数に対する「大入袋制度」

エーデル土山（デイサービス）

稼働率とスタッフへの報酬をリンクさせ、
やる気を引き出す仕組み

利用人数 袋種類 金額

36人 特大 1,000円

35人 大 500円

33～34人 中 300円

31～32人 小 100円

平成29年度の1ヶ月平均支給額は
2,500円／人（ ）

大入袋カード

［大入袋制度の概要］
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特集
2

ご利用者のニーズを先取り！
新たに取り入れる特殊トレーニング

●お腹（下腹）をへこませ腹式呼吸をしながらゆっくりと行う。へこませることが難しい場合は、自分また
は介助者が下腹を軽く圧迫するなど、腹筋の動きを意識できる状態で行う

●鍛えるというよりも、使えていない部分を使う練習になるので、ゆっくりと弱い負荷で行う
●イスに座って行う場合は、かかとがしっかりと床に着く高さで行うか、踏み台を置いて調節する
●腰が疲れたり痛くなったりする場合は、無理のない範囲で行う

コアトレーニングのやり方

1. 仰向けで行うトレーニング

注 意 ！

腹式呼吸（運動の準備）

足の屈伸（腹筋群の複合的な強化）

両ひざを立てて仰向けに
なり、下腹部に手を当て
てゆっくりと深く呼吸し
ます（イスに座った状態
で行っても良い）。

お腹（下腹）を軽くへこませた状態で、ゆっくり（往復10秒程度）と片足ずつ曲げ伸ばしをします。

1

2

10～20回

左右10回ずつ

鼻から息を吸い、
口からゆっくりと吐く

息を吸ったときに
お腹が膨らむよう
意識する

曲げる足は持ち上げず、床面に
ゆっくりと滑らせるようにする



事業所の概要

　当法人は平成13年に設立し、現在運営している
７ヶ所のデイサービスはすべて大規模Ⅱで、平均稼
働率はすべて90％を超えています（各デイサービス
の平均経常利益率は14.3％）。また、新規紹介月平均
件数は６件となっています。今回の法改正では、大
規模デイサービスが約４％の報酬減算となりました
が、変わらずサービスを提供し続けること、その礎
を支えている職員の定着など経営的安定も非常に重

「どこをとってもいいよね、孫の手は」
ご利用者に選ばれるデイを目指す

株式会社 孫の手・ぐんま

デイサービス孫の手・おおた

「かゆい所にも手が届く」サービスの提供で、平均稼働率 90％以上！

住所：群馬県太田市
定員：70名 
１日平均利用者数：63.5名（平均介護度2.3）（平成30年２月実績）
営業日：月～土曜日（ゴールデンウイーク、お盆、年末年始を除く祝日）
休　日：日曜日
サービス提供時間：

管理者
看護師

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

介護職（介護助手含む）
運転手

合計

常勤
１人
２人
２人
０人
０人
18人
１人
24人

０人
２人
１人
１人
１人
６人
０人
11人

非常勤
（常勤換算）職種

 この連載では、ご利用者に選ばれるための工夫、事業所の強みづくり、ケアマネジャーや地域に知って
もらうための効果的な営業活動など、人気の高いデイが実践している取り組みについて紹介します。

代表取締役　浦野 幸子

利用者を増やす工夫新規
UP

第３回

人気のデイが行っている

【人員配置】

「ご利用者が求める一日」を実現するためのサービスで新規利用者増に！

要な課題であると思います。当事業所は、より自立
支援のニーズに対応するため、新たなデイサービス
を今夏開設に向けて準備中です。
 社名の“孫の手”が意味するように「かゆい所に
も手の届くような思いやりを持って行う」サービ
スの提供が当事業所の運営の大前提であり、その
ために当事業所が行っているサービスや仕組みに
ついて紹介します。

　当事業所で提供しているのは、「ご利用者が求め
る一日」です。例えば、デイサービスでは午前は入
浴、午後はレクといったシステムに合わせた時間の
過ごし方ではなく、ご利用者が好きな時間に、入浴
をする、自主トレをする、いつでもコーヒーやお茶

を飲める、休みたければ喫茶室で談笑する、本を読
むなど、家で自由に過ごしているのと変わらないよ
うな心地良い時間と場所を提供しています。大きな
フロア以外にコタツの部屋、脳トレ、将棋、カラオ
ケ設備、調理、陶芸、園芸、絵手紙、読書室、喫茶

８：30～18：00（延長可）

いしずえ

86　月刊デイ　Vol.222



医療法人羅寿久会浅木病院

江口武志 （理学療法士）

三好正堂 （医師）片麻痺の方の歩行訓練の工夫

生活期でも「起立－着席運動」で
60～70％の方の歩行が改善

先進的なリハビリのテクニックを紹介！

第３回

リハビリ専門職の方向け

　「専門的リハビリテーション（以下、リハビリ）
を受けた後に退院し、生活期（維持期）を過ごされ
ている方の歩行はさらに改善できるのか？」という
質問を受けることがありますが、じつは「起立－着
席運動」を１日400回前後行い、健側下肢（以下、
健足）を強化すると、60～70％の方が退院時よりさ
らに改善できるのです。
　リハビリの基本は「残存機能を活用すること」で
すが、片麻痺の場合の残存機能とは「健足」を指し

ます。つまり健足を十分強化することがリハビリの
基本です。もちろん麻痺肢の機能が改善するのは良
いのですが、現在行われている「麻痺回復リハビ
リ」のほとんどは根拠がなく、麻痺肢の訓練に時間
を費やす間に健足が十分に強化されないままの方が
多いのです。歩行が不安定で歩行機会が少ない方に
こそ「起立－着席運動」を行ってみてください。歩
行が改善できる方は少なくないはずです。

図１　歩行、階段昇降、起立－着席時の健足筋電図　筋電図上からも
　　     歩行訓練より起立－着席運動が優れていることが分かる 図２　起立－着席運動時の健足と麻痺足の筋電図

「起立－着席運動」が有効である根拠

　有効なリハビリとは、筋活動ができるだけ多く得
られ、豊富に筋活動を誘発する運動です。図１に歩
行時、階段昇降時、「起立－着席運動」時の筋電図を
示しています。「起立－着席運動」では、歩行時よ
り豊富な筋活動が得られていることが分かるでしょ
う。つまり「起立－着席運動」は、通常の「歩行訓
練」よりリハビリとして効果的なのです。
　図２を見ると、「起立－着席運動」では、健足だけ

でなく、麻痺側下肢（麻痺足）にも活発な筋電図の
波形が出ていることが分かります。これは、健側だ
けでなく、麻痺側をも強化し回復する作用のある運
動であることを意味します。「起立－着席運動」
は、健足で体重を持ち上げるため、健足に強い筋活
動を起こし、同時に麻痺足にも筋活動を誘発するこ
とになります。このようにして健足と麻痺足の両側
の筋力を強化し、迅速に歩行を回復するのです。
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平成30年度の第１四半期を迎えました。運営状況を振り返り、問題点や改善点がないかを確認しましょ
う。また、夏を迎える前に、利用者の健康管理についても注意喚起を行いましょう。

必要なページをコピーして
お使いください

6月の

お役立ちツールCDを活用しましょう！
～自事業所用に直せるWord・Excelデータで収録!!～

定価 600円（税別）

これは
便利！！

本誌と
同時発売！

運営資料やご利用者・ご家族への配布資料をWord・Excel・PDFデータで収録しています。

運営資料

第１四半期の実績を
確認しよう！
■ 第１四半期実績確認表

梅雨に多い食中毒を防ぎましょう！
ご家庭でも食中毒を防ぎましょう！
食中毒になったときの対処法を
確認しましょう
室内でも脱水症に注意しましょう！

ご利用者・ご家族への配布資料

雨天時の安全な送迎の取り組み
■ 雨天時の送迎に役立つグッズ

研修資料

「安全な送迎のための取り組み」対応

【介護サービス情報の公表報告において、通所介護・通所リハビリテーションなどが研修の実施記録の提出を必要とする項目】
認知症及び認知症ケアに関する研修

【その他、必要と思われる研修項目】
安全な送迎のための取り組み

入浴介助・排せつ介助・食事介助などに関する取り組み

個人情報保護の取り組み

虐待防止の取り組み

利用者のプライバシーの保護の取り組みに関する研修

身体的拘束等の排除のための取り組みに関する研修 倫理及び法令遵守に関する研修

事故の発生予防又はその再発の防止に関する研修 事故の発生等緊急時の対応に関する研修

感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関する研修 非常災害時の対応に関する研修

常勤及び非常勤の全ての新任の従業者を対象とする当該サービスに
関する研修

常勤及び非常勤の全ての現任の従業者を対象とする当該サービスに
関する研修

今月はコレ！

パソコンにデータを
保存できる！

本誌よりきれいに
印刷できる！

事業所に合わせて
データを改変できる！
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　雨天時は、晴天時よりも転倒や事故のリスクが高くなります。安全な送迎を行うために必要な
取り組みを確認しましょう。

（１）タイヤの溝が1.6㎜以上あるか
　タイヤの溝が1.6㎜以上あるか、目視で確認しましょう。タイヤの溝
が浅いと、ブレーキをかけたとき、特に雨天時に滑りやすくなります。
　タイヤの溝が1.6㎜未満になると「スリップサイン」と呼ばれるもの
が露出します（タイヤの溝の間にある、一段高くなっている部分）。このスリップサインが１ヶ所
でも露出した状態で走行すると、道路交通法違反になるため、タイヤを交換しなければいけませ
ん。スリップサインは、タイヤの側面についている「△」のマークの延長線上にあります。

（２）タイヤの空気圧が低下してたわんでいないか
　タイヤの空気圧が低下し、たわんで接地面積が増えていないか、目視で
確認しましょう。タイヤの空気圧が低下していると、不安定な走行になっ
たり燃費が悪くなります。雨天時にスリップしやすくなる原因にもなるた
め、タイヤのたわみがないようにしましょう。

◆タイヤの状態を確認する
　タイヤの状態が悪いと、スリップを起こすなど重大な事故につながる恐れがあります。月に１
度、定期的な点検を行い見落としがないようにしましょう。

●コピーしてお使いください

雨天時の安全な送迎の取り組み

（１）水たまりのない場所に停車する
　乗り降りの際、足元に水たまりがないようにしましょう。水たまりがあ
ると、足場が不安定になるだけでなく、避けようとしてバランスを崩した
り、滑る危険があります。また、足が濡れてしまうことで不快にもなるた
め、水たまりは避けるようにしましょう。

◆送迎介助を行う場所を確認する
　送迎介助を行う場所が安全な場所であることを確認しましょう。

（３）マンホールやグレーチングなどを避ける
　雨に濡れたマンホールやグレーチング、鉄板は、とても滑りやすくなっ
ています。足を置いただけで簡単に滑ってしまうため、乗り降りの際に利
用者がその上に足を置かなくて済むよう、停車位置に気を付けましょう。

（２）なるべく水平な場所に停車する
　足場が安定するように、なるべく水平な場所に停車しましょう。車体が
傾いた状態や、傾斜地に停車した状態では、バランスを崩しやすく、濡れ
た足場で滑って転倒する危険が高くなります。また、車体やドア、踏み台
などが動き、思わぬ事故を引き起こす危険もあります。

通常 たわんだ状態

スリップサイン
スリップサインが
露出した状態
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全国から寄せられた事業所での取り組みやレク・クラフトを中心に毎月紹介しています。 

活動に生かせるヒントが盛りだくさん！

Recreation&Craft

大集合
全国から寄せられた事業所での取り組みやレク・クラフトを中心に毎月紹介しています。

Recreatio

大

自慢の

優秀賞

優秀賞

評

神奈川県相模原市

花織しもみぞ 様

【立体壁画】天の川～星に願いを

青いビニールテープで天の川を

イメージし、天井に飾り付けま

した。白のテープに短冊やお飾

りを付け、天の川の形を崩さな

いよう、バランスを考えて工夫

しました。

岐阜県海津市

デイサービスセンター 長寿の里・南濃 様

【置物】紫陽花

折り紙で紫陽花

の花をたくさん

作り、ビニール

傘の表面に貼り

付けました。傘

の曲線を生かし

て、紫陽花の花

の丸みを表現し

ました。

評

エアコンの風にビニール
テープがそよぎ、夏の涼を
感じられる作品に仕上がっ
たそうです。色とりどりの
お飾りがサラサラと揺れる
様子もきれいですね。

折り紙の花

段ボールのカタツムリ

紫陽花のボリューム感に圧倒されました！ 大量の花を
作り、隙間なく貼り付ける作業は、根気が必要だった
ことでしょう。葉の上のカタツムリがかわいいです。

144　月刊デイ　Vol.222



https://dayshop.biz/products/detail/179
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