
今月のNEWS
第1回 行ってみたい場所！ 大募集
教えて！こんな場面のQ&A大募集
なるほど！！スキマ時間の活用法大募集
CDオリジナルぬり絵一覧
イベント情報
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掲載号

３月号 「行ってみたい場所！大募集」（結果発表：７月号）

●２０１９年度「月刊デイ」　上半期　コンクール予定

募集内容（本誌） 応募〆切

４月号 「ぬり絵コンクール＆大人のぬり絵芸術大賞」
　　　　　　　　　　　　　　　  （結果発表：８月号）

４月末

５月号 「今までで一番大笑いした出来事大募集！」
　　　　　　　　　　　　　　　  （結果発表：９月号）

６月号 「発明家大募集！」（結果発表：10月号）

７月号 「絵手紙コンクール」（結果発表：11月号）

８月号 「宝くじが当たったら！」（結果発表：12月号）

９月号

３月末

５月末

６月末

７月末

８月末

９月末「「ありがとう」を伝えたい人」（結果発表：１月号）



事業所の概要

UP地域コミュニティ再生の新しい形！
併設の惣菜店と連携し、デイが地域の活動拠点に
地域コミュニティ再生の新しい形！
併設の惣菜店と連携し、デイが地域の活動拠点に

株式会社アクティブ・ライフ・サポート

デイサービス 和才屋

惣菜店×デイサービスで「食」と「孤立」問題にアプローチ

定　員：14名
１日平均利用者数：10名（平均介護度：1.7）
営業日：月～土曜日
休　日：日曜・祝日、年末年始
サービス提供時間：9:30～16:30

 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。

利用者を増やす工夫新規
第12回

人気のデイが行っている

　北九州市にあるUR団地（旧公団住宅）の商店街
にある「デイサービス 和才屋」は、定員14名の地域
密着型通所介護です。高齢化の進む団地を一つの

「サービス付き高齢者向け住宅」ととらえ、デイ
サービスを「生活の延長線上にある、まるでリビン
グのような施設」とすることを目指し、食事・会
話・多世代コミュニケーションを重視したサービス
を提供しています。
　代表の三村氏は、以前、回復期リハ病棟で作業療
法士として勤務していたとき、独居高齢者の食事や
孤立といった問題に直面し、デイサービスの立ち上
げを目指してMBA（経営学修士）を取得。事業に
取り組むにあたり、まずは地域のネットワーク作り
が必要と考え、食事の提供を通して健康支援にもな
り、地域住民と日常的にかかわりを持ちやすい惣菜
店「団らん処 和菜屋（以下、和菜屋）」をオープン
させました。

　商店街や地域住民とのつながりが広がり始めた
2017年に、地域の高齢者に対してより専門的な支援
を行うために「デイサービス 和才屋」を開設。惣菜
店と連携し、積極的な地域活動を行うなどして地域
での知名度が上がり、現在14名の定員を18名に増加
予定です。

地元の日田杉をふんだんに使ったフロア

代表取締役  三村 和礼
管理者

生活相談員
看護職

機能訓練指導員
介護職
運転手

常勤
１人（兼務）

２人（兼務）

１人（兼務）

０人
２人（兼務）

０人

０人
０人

４人（兼務）

５人（兼務）

４人（兼務）

１人

非常勤職種

【人員配置】
わ      ざい      や
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効果 骨盤可動性の向上、便秘の改善

準備体操

まず、お腹に手を当てて、ゆっくりと大きく息を吸い、長く息を吐きます（腹式呼吸）。
次に、息を吸いお腹に力を入れたまま、深呼吸を行います。

1

●無理なくできる範囲で行いましょう
●転倒・転落に十分注意して行いましょう

排便・排尿のコントロール向上トレーニング
体操を行う際の注意

の維持・向上トレーニング

腹式呼吸：３回　深呼吸：３回 効果 腹圧のかけやすさの向上

息を吐き
ながら腕を
前に動かす

おへそを
突き出す・
引っ込める
イメージで

反対側も
同様に行う

腹式呼吸 深呼吸

前後 左右 回す 腕を伸ばして左右

片方のお尻
を上げる

息を吸いながら
腕を広げる お腹に力を

入れる

息を吸いながら
お腹を膨らませる

息を吐きながら
お腹を引っ込める

両肩はできる
だけ水平に保つ

円を描く
ように回す

骨盤体操 前後・左右・回す：２回　腕を伸ばして左右：３回

まず、腰を前後・左右に動かし、次に円を描くように回します。 
次に、腕を水平に伸ばし、骨盤を左右に動かします。

2

水平に保つ
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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。

血行改善

大阪市立大学医学部名誉教授
健康科学研究所所長
井上正康（医学博士）

最終回

ワンランク　　  の介護を目指す上

　人の血液は約５リットルあり、休むことなく全身
の血管の中を流れ続けています。心臓から動脈を経
て、全身組織の隅々にまで張り巡らされた毛細血管
に到達します。そして、末梢組織の細胞から老廃物
などを集めて静脈に合流し、心臓に帰ってきます。
血管が健康であれば、酸素や栄養分を全身に送り届

けて老廃物を除去することができ、すべての細胞が
元気に生き続けてくれます。
　しかし、人の血管は年齢とともに老化し、壁が厚
く硬くなっていきます。すると脳や腎臓などに十分
な酸素が送れなくなり、血圧が上昇するなどさまざ
まな障害が出てくるのです。

　動脈を柔らかく保つには、体を動かして血管を刺
激し、血流をスムーズにすることが効果的です。し
かし、皮膚の上から動脈をマッサージすることでも
動脈の壁を丈夫に柔らかくすることが可能です。直
接刺激することで血流が増加し、栄養や酸素が組織

に届けられて細胞が元気になるためです。
　そこで、細胞病理学の世界的権威で岡山大学医学
部名誉教授の故・妹尾佐知丸先生により考案された
のが「血管マッサージ」です。

　血管マッサージは、動脈を皮膚の上から骨に押し
つけるようにしごきます。数分間マッサージするだ
けで血行が良くなり、体がポカポカしてきます。毎
日、全身を15分くらいマッサージするのが効果的で
す。特に、手や顔は血管や神経の密度が高く、脳へ
の刺激効果も大きいので、忙しくて時間がないとき

には手と顔だけでも有効です。
　「手」「頭」「顔」をマッサージすると脳の約
60％の神経細胞が刺激され、神経機能や脳血流が改
善されます。また、寝る前や朝起きたときに布団の
中でマッサージすると、快眠・快便・快食につなが
ります。

血管の健康が「元気」の条件

動脈を刺激すると血流が増加する

１日 15 分の「血管マッサージ」で血行改善
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デイケア室長

 瀧村 友貴
（理学療法士）

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ご紹介します。

第12回

富家在宅リハビリテーションケアセンター
利用者定員：40名
１日平均利用者数：32名
平均介護度：2.2　
営業日：月～土曜日
サービス提供時間：６ｰ８、３ｰ４

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

常勤

３人
１人
４人
０人
０人
８人
０人
16人

４人
２人
０人
１人
１人
６人
７人
21人

非常勤
（常勤換算）職種

【人員配置】

施設の概要

　復職希望のご利用者に対して行った多職種連携や職場訪問の取り組みについてご紹介します。

　下図のような流れで会社側と連絡を取り、復職条件を確認後、情報共有を行いました。

　富家在宅リハビリテーションケアセンターは１
階にデイケア、クリニック(外来透析)、２階に居宅
介護支援室、地域包括支援センター、訪問看護事
業所、訪問介護事業所があり、安心した在宅生活
をサポートする総合施設です。その中にあるデイ

ケアではご利用者の身体機能の向上とともに、社
会参加を支援し、復職に向けた支援なども行って
います。また、月１回オレンジカフェを開催する
など地域貢献にも積極的に取り組んでいます。

復職先の会社と密に連絡を取る
工夫１　復職に関する支援

50歳代前半　男性　要介護３

両下肢の脱力、歩行困難にて、梅毒の再燃、胸椎の圧迫骨折後の遅発性脊髄損傷による対麻痺との診断。６ヶ
月間のリハビリを経て退院。退院後、ご本人より復職の希望があり、復職を目標にデイケアに通所し週2回リハ
ビリを開始。そのほかの介護サービスはデイサービス（富家グループの事業所）を週４回利用。

事例
ばい どく

会社側と連絡を取る 情報共有復職条件の確認

担当者会議で会社側の担当者と会って
下記の条件を確認
①移動やトイレが自立（車イスでも可）
②期限は８ヶ月以内
③仕事内容はデスクワーク

サービス事業所と共
同で、会社側と連絡
を取る

復職条件などの情報を担
当者会議や、富家グルー
プで使用しているSNSで
各施設へ伝達を行う

和風の雰囲気が広がる内装
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医療法人保善会 田上病院　リハビリテーション科　板木雅俊
長崎呼吸器リハビリクリニック　リハビリテーション科　北川知佳

高齢者の呼吸ケアと
リハビリテーション

先進的なリハビリのテクニックを紹介！

最終回

ルビ

高齢者の息切れの原因とチェックポイント
　加齢とともに身体機能が低下すると、少し身体を動か
しただけで息切れがしやすくなり、日常生活や生活の質
に支障を来すことが多くなります。

　息切れの原因には次のようなものがあります。

息切れの増加

咳や痰の増加、痰の色の変化（黄色など色がついた痰が多くなる）

努力呼吸：息切れの増加や低酸素状態による症状
　頻呼吸：呼吸数の増加（1分間に25回以上）
　肩呼吸：肩回りの呼吸を補助する筋肉を活用した呼吸をする

表情の変化
息苦しくなると、眉間にしわを寄せるなど表情が険しくなります。また著明な低酸素状態では呼びかけ
や問いかけに対する反応が鈍くなります（意識障害）。

チアノーゼ
血液中の酸素不足により、酸素を運搬するヘモグロビンの影響で唇や指先などの皮膚や粘膜が青紫
色に変化します。

呼吸器症状のチェックポイント
　呼吸器疾患でなくても息切れなどの症状が現れることがあります。運動前や運動中に普段と比べ次のような
症状がないか観察してみましょう。いつもより苦しそうな場合は、103ページの「息切れが起きたときの対処
法」を、痰が多くて息切れが激しくなっている場合は104ページの「のど元で痰が絡んでなかなか吐き出せな
いときの対処法」を行い、それでも改善が見られない場合は運動はせず、受診を勧めましょう。

１.  呼吸器疾患や心疾患など、疾患の影響で起こる低酸
　　素血症によるもの
２.  気道が閉塞して起こるもの
３.  加齢や運動不足による身体機能（持久力や筋力）の
　　低下によるもの
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認知症の方が増加している近年、認知症に対する正しい理解や適切な対応が介護事業所に求められています。認知症
の正しい知識と理解を深め、ご利用者が安心して過ごせるよう適切なケアを身につけましょう。

必要なページをコピーして
お使いください

お役立ちツールCDを活用しましょう！
～自事業所用に変更できる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！

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

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！

認知症及び認知症ケアに関する研修

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

安全な送迎のための取り組み

施設・設備等の安全性・利便性等への配慮

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

【その他、必要と思われる研修項目】

今月はコレ！

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

３月の

認知症及び認知症ケアに関する研修研修資料

認知症と認知症ケアについて
対症ケアと根治ケア
事例検討してみましょう

今年度の振り返りと次年度の目標設定
■ 下半期 （10 ～３ 月）収入・支出 実績確認表

運営資料

利用者・家族への配布資料

季節の変わり目にご注意！
春に備えて運動しましょう！
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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

準優秀賞 

評 アリをモチーフにした大迫力の作品に驚きました。ご自身で創作され
た書と合わせ、萩元様の高い芸術性と技術力を感じる作品です。

評

咲き誇る満開の桜が
見事ですね。開いた
傘の形を利用したア
イデアが素晴らしい
です。皆さんの笑顔
に春の訪れを感じま
した。

【置物】満開の桜
観に来てたんせ～
段ボールで作った木の幹

に傘の柄をくくり付け、

傘の丸みを利用した大木

にお花紙の花をつるして、

満開の桜を咲かせました。

切り絵も加えたことで作

品がより華やかになり、

たくさんの利用者様が参

加することができました。

埼玉県富士見市

介護老人保健施設 富士見の里 様

【置物】
大きなアリさん
萩元 霞山様（79歳）

の作品です。

ピカピカ光る
電球の目

アルミ製の長い足

ビナンカズラの
ツルを使ったヒゲ

秋田県秋田市

川口デイサービスセンター 様

遊びに 来てたんせ～

開いた傘につるしたお花紙の桜

家の庭で栽培したひょうたんを３個つなげて、大きな
アリを作りました。長い足にはアルミの棒を使い、電
球を使った目はピカピカ光ります。「蟻」の書と一緒
に飾り、みなさんに作品を楽しんでもらっています。

庭で栽培
した

ひょうた
んを使っ

た

大きなア
リ
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答えは197ページにあります

●コピーしてお使いください

点つなぎ
脳トレ／認識力・判断力

１から29まで順番に数字をたどって線をつなぎましょう。
線をつなぎ終えたら、色をぬりましょう。

また、ふき出しにそれぞれのセリフを書いてみましょう。

名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

1

2

33

44 5

20

21

22

23

2424 2525

262627
28

29

6 77

88

99

10

1111 12 13

14

15

16

1718
19
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https://dayshop.biz/products/detail/226
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