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森光子が国民栄誉賞を受賞
2009（平成21）年のこの日、女優の森光子
に国民栄誉賞が授与されました。
森光子は舞台「放浪記」で、1961（昭和36）
年から2009（平成21）年まで、主人公・林芙
美子を代役なしで2,017回にわたり演じまし
た。また、テレビドラマにも数多く出演し、山岡
久乃、京塚昌子とともに「日本のお母さん」と呼ばれました。

真ん中の日
この日が１年（365日）の真ん中に当たることから、「半分」
「シェア」「折り返し」「真ん中」などをキーワードに、みんな笑
顔でお祝いすることを目的とし制定されました。

色言葉 空想
誕生色 ダックブルー

色言葉 手際よさ
誕生色 コバルトブルー

色言葉 静穏
誕生色 アクア

ポニーテールの日
数字の「７」がポニーテールをした横顔に見えることと、この
日が「七夕」「ゆかたの日」であり、ポニーテールは浴衣に似
合う髪型であることにちなみ、日本ポニーテール協会が制定
しました。
ポニーテールは、髪を後頭部で１つにまとめて垂らした髪型
のことで、馬のしっぽに似ていることから名付けられました。

公認会計士の日
1948（昭和23）年のこの日、公認会計士法が制定されたこ
とにちなみ、日本公認会計士協会が1991（平成３）年に制
定しました。公認会計士とは、第三者の立場から法人・個人
の会計が正しくなされているかを監査する職業です。

パンケーキの日
パンケーキを食べるときに使うフォークを数字の「１」に、丸い
パンケーキを「０」に見立て、日本ハム株式会社が毎月10日
を記念日に制定しました。毎日の食生活で親しまれているパ
ンケーキを、より楽しむ日としてもらうことを目的としています。
日本では、1923
（大正12）年に東
京のデパートの食
堂で「ハットケー
キ」という名前で出
されたのが始まりと
されています。

色言葉 状況判断
誕生色 新橋色

色言葉 聡明
誕生色 ブルーカナール

ほおずき市
この日と翌日10日に、東京・浅草寺で約120軒ものほおず
き露店が並ぶ「ほおずき市」が開催されます。
７月10日は「四万六千日」と呼ばれており、この日にお参りを
すると４万6,000日参詣したのと同じご利益が得られるとい
われています。多くの参詣客でにぎわうことから、お彼岸に先
祖の霊が家に帰るための明かりとして飾られる、ほおずきを
売る風習が生まれたとされています。江戸時代から続く歴史
ある行事です。

色言葉 秘密
誕生色 パールホワイト

色言葉 謙虚
誕生色 ペールパステルブルー

1日（日）

2日（月）

4日（水） 6日（金）

7日（土）

ナイスバディーの日
「ナイス（７）バディー（８）」の語呂合わせにちなみ、パーソナ
ルトレーナーの大西仁美氏が制定しました。「心も体もきれ
いで健康で、毎日を自分らしく生き生きと生きること」を多くの
人たちと約束し合うことを目的としています。

色言葉 多才

誕生色 マリンブルー8日（日）
10日（火）

9日（月）

セコムの日
７月５日、６日を「セ（７）コ（５）ム（６）」と読む語呂合わせにち
なみ、セコム株式会社が制定しました。
侵入窃盗の発生場所別認知件数は、一戸建住宅が41.0％
と圧倒的に多くなっています※。人通りが少なく、周囲から気
付かれにくい一戸建住宅は狙われやすくなっています。
※平成29年度警察庁調べ

色言葉 感性
誕生色 ペールサックスブルー5日（木）

梨の日
「な（７）し（４）」の語呂合わせにちなみ、梨の消費促進を目
的として、二十世紀梨の一大産地・鳥取県東郷町が制定し
ました。
梨が日本で食べられ始めたの
は、弥生時代ごろからとされて
います。江戸時代になると栽
培が盛んになり、すでに100以
上の品種が作られていました。

「円盤タワーゲーム」をしましょう
活動展開の
ヒント

【今日の出来事】
日本人女性初の宇宙飛行士・向井千秋が搭乗する
スペースシャトルコロンビア号が打ち上げられた

1994年

参加者は、１人１枚ずつ順に円
盤を積み上げていき、タワーを
作る。タワーを崩した人の負け！

円盤（段ボールを円盤状に切ったもの）…たくさん

やり方

準備物

空き巣・泥棒対策について話し合いましょう
活動展開の
ヒント

「真ん中に○が付く言葉」と
テーマを決め、順番にその言
葉を言っていく。
言えなかった人の負け！

【例】真ん中に「さ」が付く言葉

活動展開の
ヒント

通天閣の日
1912年のこの日、大阪市浪速区に通天
閣が完成しました。
一度解体されましたが、1956（昭和31）年
に再建されました。2007（平成19）年に
は、国の登録有形文化財となっています。

色言葉 気品
誕生色 インクブルー3日（火）

「透かしほおずき」を作りましょう
活動展開の
ヒント

お金の計算をしましょう
活動展開の
ヒント

174ページの「金額を計算しましょう」の問題を解きましょう

森光子の出演作品を観賞しましょう
活動展開の
ヒント

【森光子出演のテレビドラマ・映画】
「時間ですよ」シリーズ（昭和40年～）
「乱れ雲」（昭和42年）

「暖春」（昭和40年）
「喜劇 駅前温泉」（昭和37年）

ヘアスタイルについて話し合いましょう
活動展開の
ヒント

【昭和に流行したヘアスタイル】
モダンガールのおかっぱ（昭和初期）
ウェーブヘア（昭和10年代ごろ）
ヘプバーンカット（昭和29年）
セシルカット（昭和32年）

【空き巣・泥棒対策の例】

1 梨は半分をすりおろし、残り半分は１口サイズの角切りにする。
鍋に水と粉寒天を入れ、沸騰し寒天が完全に溶けるまで中
火で加熱する。
弱火にし、　に砂糖を加えて混ぜ溶かす。
　に　（角切りの梨は、トッピング用に少し残しておく）を加
えて混ぜて、容器に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。角切りの
梨の残りを飾れば出来上がり！

梨１個、砂糖50g、水400㏄、粉寒天４g

「梨寒天」を作りましょう

作り方

材料／４人分

活動展開の
ヒント

2

3 2

4
1２～３日に１度水を変えながら、
ほおずきを２週間程度水に漬
ける。
繊維と実だけが残った状態に
なったら、水から上げて歯ブラシ
などで軽く表面をこすり、繊維に
残った皮を落とす（強くこすって
繊維が破れないように注意）。
　をよく乾かして出来上がり！

2

23

3 1

3 両手を胸の前で交差させ、左右に
ひねる。これを10回繰り返す

1 イスに浅く座る 2 お腹に力を
入れながら、
上体を少し
後ろへ倒す

「お腹周りスッキリ！腹筋エクササイズ」をしましょう
活動展開の
ヒント

7月

1

2 1

バター以外のすべての材料をボウルに入れて混ぜる。
フライパンでバターを少し溶かしたところに　を流し入れ、両
面を約１分ずつ中火で焼いたら完成！

小麦粉100g、ベーキングパウダー10g、
牛乳60cc、卵１個、バター適量

「簡単！ふわふわパンケーキ」を作りましょう

作り方

材料／約２枚分

活動展開の
ヒント

【今日の出来事】
スコットランドで、世界初の哺乳類の体細胞ク
ローンである羊のドリーが生まれた

1996年

防犯グッズを設置する
近所の人とは普段からあいさつをするなど、顔見知りに
なっておく
窓を開けたまま就寝しない
帰宅する際は、玄関で「ただ
いま」と声を出し、一人暮ら
しだと知られないようにする
インターホンが鳴っても、
ドアをすぐに開けない
現金やキャッシュカード
などの貴重品は、気付か
れにくい場所に保管する
必ず戸締まりをする

七夕

「真ん中言葉遊び」をしましょう
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集中力UP!
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たたみべりたたみべり
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事業所の概要

　調剤薬局として地元で90年にわたる営業実績を誇
る当法人は、平成12年に介護事業を始め、「春日デイ
サービスセンター」に続く通所介護事業所として、
平成27年11月に歩行訓練に特化した「リハビリセン
ター歩み（以下、当事業所）」を開設しました。開設

デイの特徴を生かしたＰＲで、
新規利用者数がアップ！

有限会社岩本薬局

リハビリセンター歩み

歩くリハビリ事業に参入し、登録利用者数 90 名を突破！

定員：午前・午後各18名 
１日平均利用者数：各13名（平均介護度1.7）（平成30年２月実績）
営業日：月～金曜日（祝日営業）
休　日：土・日曜日、年末年始
サービス提供時間：９：00～12：05、13：30～16：35

管理者
看護師

介護職員（介護助手含む）
生活相談員

機能訓練指導員
運転手

合計

常勤
１人
０人
２人
１人
１人
０人
５人

０人
３人
２人
０人
０人
２人
７人

非常勤職種

 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。

管理者 栗岡 利幸

利用者を増やす工夫新規
UP

第４回

人気のデイが行っている

【人員配置】

当初はご利用者が２名という日もありましたが、ケ
アマネジャーへのPRや体験キャンペーンを行い、集
客営業を始めたあたりから登録者が40名を超え、現
在では100名近くの方が利用しています。当事業所の
新規利用者増につながった取り組みを紹介します。

「歩くことの重要性」を伝え、ファンになっていただくための工夫

　当事業所を知っていただくため、近隣の居宅
介護支援事業所へ１ヶ月あたり約200件訪問し
ています。開設当初は歩行訓練特化型のデイ
サービスであると伝えても、「ただ歩くだけで
しょ」と言われる方が多く、当事業所の特徴を
理解していただくことに大変苦労しました。言
葉で伝えるだけではなく、目で見てすぐに理解
していただけるように、ご利用者の改善事例を
画像・数値・グラフなどで表しました。

１．改善事例が一目瞭然！ ケアマネジャーへ分かりやすくアピール

歩行量などを一目で分かりやすくグラフ化
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第４回

年間テーマ一覧

　「自己決定」の機会を多くする上で最も大切なこと
は、いろいろな場面で自然な形で選択肢をつくり、ご
利用者本人の希望や価値観を尊重し、自ら決定しても

らうことです。
　今回は、選択肢の中から自然に本人に決めてもらえ
るよう、デイでできる工夫を紹介します。

　ご利用者に決めてもらうためには、「①何がある
のかを認識し、覚えること」「②それぞれの違いを
理解し、認識すること」「③自分の好み（ニーズ）
とそれぞれの特徴を比べること」「④さらにそれぞ
れの違いを比べること」「⑤自分の好み（ニーズ）
に一番近いものを選ぶこと」といった過程（図１）

が必要になります。
　認知症などの症状で記憶力・認知力が低下している
場合は選択（決定）することが難しくなるため、選択
肢を少なくするなど、ご利用者一人ひとりの状態に合
わせた支援が必要です。 ①～⑤の各過程に対する支援
について考えてみましょう。

介護サービスは、自立支援の視点でサービスを提供することが
要です。この連載では、自立支援につながる介護方法について
具体例を挙げながら紹介します。

「自己決定」の支援

決定しやすい環境づくり

８月
９月
10 月
11 月

自己遂行の工夫
集団の自立
ＡＤＬの自立
IＡＤＬの自立

12 月
１月
２月
３月

集団活動の自立
家庭での役割の自立
社会での役割の自立
セルフマネジメントの自立

※内容は変更となる場合があります

ご利用者の状態に合わせて選択肢を用意する

かなめ

図１　自己決定の過程

自己決定の過程（必要な流れ）
「自己決定の支援」とは
選択（決定）しやすいようご利用
者の状態に合わせた支援を行う

①何があるのかを認識し、覚えること

②それぞれの違いを理解し、認識すること

③自分の好み（ニーズ）とそれぞれの特徴を比べること

④さらにそれぞれの違いを比べること

⑤自分の好み（ニーズ）に一番近いものを選ぶこと＝自己決定

これがいい！

自己決定
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NPO法人日本介護福祉教育研修機構

作業療法士  橋本 佑里江の
維持・向上
トレーニング
BI（バーセルインデックス）を改善するための
効率的トレーニング

車イスからベッドへの移乗動作トレーニング
第４回

「ADL・IADLの維持・向上トレーニング」の
動画をお役立ちツールCD７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で販売！テレビでも見られます別 売

　今回のテーマは、車イスからベッドへ移乗する動作のトレーニングです。スムーズな移乗ができるよう、
トレーニングしましょう。

「車イスからベッドへの移乗」に関するＢＩの評価項目

点数
15
10
５
０

自立、ブレーキ、フットレストの操作も含む（非行自立も含む）
軽度の部分介助または監視を要する
座ることは可能であるがほぼ全介助
全介助または不可能

質問内容 得点

車イス⇔ベッドの移乗にかかわる動作

●寝返りを打つ
●ベッドに起き上がる
●ベッドの端に座る

●起居動作

●安定した座位を保つ
●座位保持

●車イスのブレーキのロックをかける
●車イスのフットレストを上げる

●車イスの操作
●前かがみになり、体重を足に移す
●お尻を浮かせて立ち上がる

●立ち上がり

●前かがみになり、体重を足に移す
●お尻を浮かせて移動させる
●ゆっくりと座る

●移乗

車イスからベッド
への移動
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皮膚トラブルへの対応の難しさ
　高温多湿の夏は細菌が繁殖しやすく、あせもなどの皮膚トラブルが起こる季節ですが、ご利用者の皮膚ト
ラブルへの対応の難しさとして、以下の２点が挙げられます。

この連載では、「浮腫ケア」「疼痛ケア」など、ご利用者
の身体的な悩みに一歩踏み込んだケアをお伝えします。

「夏場のスキンケア」
（あせも、ただれ、体部白癬）

とみやまクリニック　
院長  冨山 宗德

第４回

ワンランク　　  の介護を目指す上

①外用薬であっても医師の指示がなければ使用できない
　ご利用者と長時間接している介護事業所の職員
は、皮膚トラブルの第一発見者となることが多
く、いくつもの皮膚トラブルへの対応を経験して
いくと、「これは水虫だろう」などと推測するこ
とができ、自己判断で薬剤を使用してしまいたく
なることもあるでしょう。

　しかし、診断・処方は医師にしか認められてお
らず、誤った使用により悪化することもあるた
め、塗り薬などの外用薬であっても、「オムツか
ぶれが起きているから、指示されていないけど、
ここにあるリンデロン（軟膏）を塗っておこ
う！」などという行為はお勧めできません。

②短時間の診察では十分に見てもらえない
　重度の皮膚トラブルは、臀部や腹部、胸部といっ
た下着の内側で生じやすく、立位が不安定な方を抱
きかかえて立たせ、診療のためオムツを外したり、
腰痛ベルトを外して折れ曲がった腹部や、重なった
胸部を広げて患部を診察する必要があります。こう
した状況ではなかなか手軽に診察ができないため、
混んでいる皮膚科では十分に見てもらえないうちに
「わかりました。これを塗ってください」と診察室
から薬を出される恐れがあります。
　ご利用者の皮膚トラブルに気が付き、ご本人やご

家族に受診を勧める際は、受診時の服装や医師に伝
える内容もお伝えするなどスムーズに受診できるよ
うな手助けが必要です。
　また、高齢者は軽微な刺激で皮下出血を起こし、
皮膚がサッと裂けてご家族はとても心配されます。
普段から「ご高齢者の皮膚は薄く弱い状態」である
ことをお知らせしておくとよいでしょう。
　次に、高齢者の皮膚の特徴と皮膚トラブル、皮
膚疾患への対応についてお伝えします。

はく せん

でん ぶ
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高知リハビリテーション学院

図書館長 山﨑裕司 脳卒中片麻痺の方の先進的な
ADL訓練の工夫

「無誤学習」で動作能力の向上を目指す

先進的なリハビリのテクニックを紹介！

第４回

リハビリ専門職の方向け

　片麻痺の方の動作能力は、障害の重症度だけで
決まるものではありません。例えば右利きの人
は、左手で箸を持って小さいビーズをつまんでみ
てください。とても難しいはずです。ですが、左
手に運動麻痺があるわけではありません。箸操作
の学習ができていないだけです。片麻痺の方の動
作も同じです。片麻痺になった後に行う動作は、

発症前に行っていた動作とは体の使い方が異なり
ます。不自由な動作も動作の手順や技術を学習す
ることでできるようになります。維持期の方でも
動作の学習は可能です。
　学習の秘訣は、失敗を繰り返させない「無誤学
習」です。無誤学習では難易度を上げた際にも７
～８割は成功できるようにします。

逆方向連鎖化※1による起き上がり練習（右片麻痺の例）1
　重症の片麻痺の方にとって起き上がりは難しい
動作です（回復期の自立度は30％程度）。しかし、
この方法で学習すれば、高い確率で自立させるこ
とができます１）。
　座位に近い段階１から始めます。そして、徐々
に寝ている状態に近い姿勢に移していきます。失

敗させないこと、成功したら称賛することが大切
です。段階３・６は難しい動作です。繰り返し失
敗するようであれば、段階２や段階４・５のクッ
ションの厚さを微調整してより細かく難易度を調
整しましょう。

段階１：手支持から端座位

※１　目的とする姿勢に近い段階から練習を始め、徐々に離していく方法。
成功による達成感が得られるため継続しやすい。
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医療法人社団東北福祉会
介護老人保健施設せんだんの丘

主任  岩渕隆俊

医療との連携や維持期リハの受け皿として通所リハに求められる
役割と運営の工夫を紹介します。

さまざまな時間帯を用意し、
ご利用者のニーズに応える

第４回

介護老人保健施設せんだんの丘
通所リハビリテーション
利用者定員：50名（各時間帯10名）
平均利用者数：全体45～48名
営業日：日祝日を除く全曜日
サービス提供時間帯：１-２、２-３、３-４、４-６、６-８
平均介護度：全体：2.3

医師
看護師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
介護士
運転手
合計

常勤
1人
1人
2人
4人
０人
７人
３人
18人

1人
０人
０人
０人
０人
０人
０人
1人

非常勤職種
【人員配置】

施設の概要

ラウンド形式で１日４～５名ずつ開催
　当事業所は、常勤医師１名でご利用者に対応して
います。リハマネ加算においては、医師のかかわり
とリハビリ会議への参加を含めた「計画書の説明と
同意」「医師の詳細な指示」を行うための時間を確
保する必要があります。しかし、当施設は在宅強化
型であり、入所では在宅復帰を積極的に行っている

ため入退所が多くなります。中重度者の受け入れも
行っているため、医師の業務は、午前中は回診が中
心、午後は急変者の対応などが基本でした。このよ
うな状況の中、リハマネ加算の算定を始めました
が、算定件数が増えるとともにリハビリ会議を自宅
で開催することが増え、医師がすべての会議へ参加
することは難しくなりました。

　介護老人保健施設せんだんの丘（以下、当施
設）は入所、通所、訪問、居宅介護支援事業所、
福祉用具貸与・販売、総合事業など、「介護予防」
「自立支援」の視点から多様なサービスを提供し
ています。
　当施設周辺には、多数の通所リハビリテーショ
ン（以下、通所リハ）や通所介護があり、入浴や
運動に特化した短時間型の通所介護も複数存在し

ます。このような地域状況で、せんだんの丘通所
リハビリテーション（以下、当事業所）において
は、平成12年の開設当初から「短時間」と呼ばれ
る「１-２時間」「２-３時間」「３-４時間」のサー
ビス提供を行ってきました。また１日利用として
は「４-６時間」、「６-８時間」を中心にサービスを
提供しています。

医師がリハビリ会議に参加しやすくなる工夫

100　月刊デイ　Vol.223



　通所系サービスに送迎は欠かせません。万が一事故が発生した場合に適切な対応ができるよう研修を行いましょう。
　８月からは一部の利用者の自己負担割合が３割になります。利用者に対して掲示物で案内するなど、負担割合証の
提示のお願いをしましょう。
　暑さなどから体調を崩される利用者が増える時期です。利用者が減少しないように対策を行いましょう。

必要なページをコピーして
お使いください

7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。

研修資料他

送迎中の事故への対応
車内での熱中症死亡事故

運営資料

８月から３割負担になる利用者について
夏の利用者減少への対策

8月から一部の方は自己負担割合が3割になります
熱中症にご注意ください
冷房の使い方を確認しましょう

ご利用者・ご家族への配布資料

脱水症を防ぎましょう
夏バテに気を付けましょう

【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

施設・設備等の安全性・利便性等への配慮

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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https://dayshop.biz/products/detail/185
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