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〜役立つ活かせる工夫とアイデア

2014.10/1（水）

福祉施設の現場では、職員等が利用者への援助・支援を行うなかで創意・工夫をはかり、福祉
サービスの質的改善や地域の福祉向上がはかられています。こうした質の向上をはかるための創

A会場

意・工夫の実践事例には、他の多くの福祉施設で活かせる工夫とアイデアが詰まっています。
本講座では、多くの福祉施設関係者に各施設で取り組まれている実践事例を紹介しました。
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ながること

くり」をモットーに、専門の講師から指導を

作業療法などを充実させ、生活の中で「で

受けています。公園やギャラリーで開催する

きる活動」を「活動への参加」につなげる

作品の発表会は、毎年足を運んでくださる常

こと

連のお客様がいらっしゃるほどの人気です。

自己選択や自己決定を促すことで日常生活

多くの方に作品をほめていただけることは、

を活性化し、主体性と意欲を向上すること

利用者の自信を回復し、モチベーションを向
上することにつながっています（資料①）
。

資料①

具体的な 1 日のプログラム

午後に行う機能訓練と評価で特徴的なの

当 セ ン タ ー で は、 平 成16年 の 開 設 当 初 か

が、機械を使った筋肉量などの体組成測定で

ら、特色ある介護予防プログラムが評判で、

す。上腕、前腕、大腿、下腿の筋肉量を左右

先駆的な試みとしてメディアにも紹介されま

それぞれ測定し、表（資料②）にした上で、

した。この10年間にわたる取り組みの成果を

資料②

発表いたします。

生活機能を改善・向上するために
介護予防のポイントは、生活全体をバラン
スよく活性化させる支援を行うことです。プ
ログラムを構築する際は、以下の点を心がけ
ました。
●

午前のサークル活動は曜日ごと設定し、興

施設での活動が、余暇の充実や生活空間の

味の持てる活動を選んでいただきます。手工

拡大、生活機能の向上など、在宅生活につ

芸サークルでは「人に喜ばれ、売れる作品づ
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どの筋肉を鍛えればよいか、機能指導訓練員

ことを学びました。利用者の10年後を見据え

していません。汗で蒸れる上に、滑って皮膚

がアドバイスをします。やはりデータで具体

たケアの実践とエビデンスの確立こそ、通所

を擦ることが多いためです。また、利用者自

的に結果を示すと説得力があるのか、利用者

介護ならではの質の高いサービスといえるの

身の動く力を少しでも発揮しやすくするため

のやる気につながっている気がします。

ではないでしょうか。私自身、新規の通所希

でもあります（資料①）
。

ただし、筋肉量や骨量の測定だけでは生活

望の方を面接するときは「春になったら商店

機能がどう変化しているのかが分かりませ

までお買い物に行けるように」など短期的な

ん。そこで、国際生活機能分類に基づき生活

目標を立てつつ、10年後にも触れます。私は

機能評価の表（資料③）を作成し、利用者が

10年後、当センターの利用者が100歳を過ぎて

できる活動を評価することにしました。

もなお元気で通ってくださっているような施

資料③

資料①

設にしていきたいと考えています。
ご存知のように、介護予防給付は地域支援
事業に移行することになりました。今後は社
会福祉法人も、地域における公益的な活動を
推進していくことが求められます。私たちは
この10年の取り組みから、介護予防は専門性
が必要だと強く実感しました。この専門性を
活かし、地域とさまざまな形で連携をしなが
ら福祉の充実に向けて取り組んでいきたいと
考えています。今回の発表を通して、社会福

褥瘡0
（ゼロ）
の
「3つの指標」
と
治癒の具体例
当法人が掲げる3つの指標と、実際に褥瘡が

祉法人におけるケアの質の高さが多くの方に
伝わればと願っています。

治癒した事例をご紹介します。

このようなプログラムを利用者十数名に取
【指標1】寝かせきりにしない

り入れたところ、通所から10年になる利用者

寝かせきりが寝たきりを生み出します。ふ

が現在でもほぼ生活機能を維持しているな
ど、みなさんはつらつと過ごされています。
もちろん、10年の間には寝込んだり、入退院

だんから体を動かす時間をつくること、五感

事例発表2

褥瘡0（ゼロ）26年間の
実践

をしたりと、一時的に体調が悪くなることは
ありました。しかし、寝たきりになる時期が
あっても「復活プラン」を立て、また歩ける

〜実現するための3つの指標〜

ようになるまでご家族と一緒に支援をしたこ

米谷 理恵
吉永 真美

とで、回復された利用者が何人もいます。年
齢を重ねても軽度化へと導く技術を持つこと

ことが大切です。また、利用者の希望をでき
る限り実現することも、本人の生活の張りに
なります。当施設では、利用者の希望に沿っ
て一緒に計画書を作成し、近所の回転寿司

氏

や、お墓参りに京都まで行くなどしています。

氏

社会福祉法人 みささぎ会
藤井寺特別養護老人ホーム

で、生活機能の維持や向上、復活は可能であ

を刺激する多様なアクティビティを実施する

【指標2】体位変換の実施
体位変換により、血行障害を防ぎます。

ると信じています。
また、当センターではプログラムを6年継続
した方に「師範」
、10年継続した方に「師匠」

褥瘡は虐待である

の称号を授与し、表彰を行っています。そし

当法人では「褥瘡は虐待」との考え方を基

てその方々には、新しく入所した利用者のお

本に介護に努め、褥瘡ゼロを26年間継続して

世話をしていただくのです。この称号を目標

います。

ベッド上はもちろん、車いすでも姿勢が崩れ
てきたら座り直しをするなど、利用者に合わ
せて実施しています。
【指標3】栄養補助食品の提供

に努力してくださる方もいらっしゃるので、

褥瘡をつくることは、利用者の尊厳が尊重

食事量が十分でも、栄養が体に吸収されに

ちょっとした工夫がよい効果を生むのだとあ

されておらず、「利用者に辛い思いをさせては

くくなっている利用者もいます。また、食事

らためて感じました。

いけない」という職員の倫理も守られていな

量が少ない利用者についても、医師や看護

い状態です。褥瘡は身体的な虐待であるとも

師、栄養士と協力し、必要な栄養補助食品を

いえます。

考えています。

これまでの10年と、
これからの10年

褥瘡をつくらないためには、日中のケアが
欠かせません。利用者の身体機能と認知機能

【施設における褥瘡の治癒】

私たちは「自立支援」を頭では理解してい

の維持により、廃用性の機能低下を防止し、

85歳の男性で、要介護度5のA氏のケースで

るものの、つい業務の効率を優先し、利用者

さらに、日常生活に張りと自信を持っていた

す。脳梗塞の後遺症による右麻痺や失語症が

を過剰に手伝ってしまいます。たとえば時間

だくことが大切です。

見られ、拘縮も進行し、両脚の開脚が不可能

主な褥瘡の原因は下記の通りです。

でした。また、褥瘡は次のような状態となっ

寝たきり（寝かせきり）で同じ部位が長時

ていました（資料②）。

間圧迫される

●

仙骨部に表皮剥離、ひどいただれ

ることが必要です。そしてその意識を徹底す

●

摩擦や乾燥で皮膚が弱くなっている

●

右足頸部に表皮剥離、縦に裂傷

るためにまず求められるのが、私たち職員の

●

皮膚が尿や便で汚染されている

●

右腸骨部に褥瘡、ポケット形成、緑膿菌

意識改革なのです。

●

意識の低下や栄養状態の不良

●

左腸骨部にひどい発赤

●

介護力不足、情報不足

内に入浴を終えるため、着脱や荷物の出し入
れを手伝うなどです。しかし、利用者の生活

●

機能を奪わないためには、過介護から脱却す

私たちはこの10年間の取り組みを通じて、
利用者は、施設での活動に選択肢が増えるほ

「圧迫に対するケア」にはエアーマットを使

ど目標が豊かになり、心身の機能が向上する

用することが多いのですが、当法人では使用

4

そこで、当施設に入所されたA氏に対し、
次のようなケアに取り組みました。
●

体位変換：30分ごと、摩擦を抑えるためバ

資料②

資料②
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ポールで楽しむ
ウォーキング講座の
実践と成果
澤登

久雄

氏

大田区地域包括支援センター入新井
センター長

スタオルを使用しながら、仰臥位と左側臥
位
●

●

ポールウォーキングとは
「ポールウォーキング」とは、両手に持った
ポールを地面につきながら行うウォーキング

私たちは、ポールウォーキングの普及活動

拘縮を悪化させないよう、毎回足を曲げ伸

です。資料①は、「ノルディックウォーキン

などを行う「木谷ウォーキング研究所」や、

ばし

グ」と「ポールウォーキング」の違いです。

ノルディックウォーキングの各種団体と協力

マッサージ：血行障害と拘縮を改善するた

し、「ポールdeウォーク」という講座をスター

資料①

トさせました。1回あたり500円の参加費で、

練指導員が実施

●

●

●

くつもあることが、介護予防に重要です。

おむつ交換：2〜 3時間ごと。介助の際は、

め、鍼灸マッサージ師の資格を持つ機能訓
●

きなくても、その人なりの社会参加の場がい

講話と実践を3カ月間、全12回実施します。

看護師による処置：1日2回、消毒後に軟膏

講座の中では、東京医療保健大学の山下和

を塗布し、ガーゼで保護

彦教授らにご協力いただき、ポールウォーキ

保 清： バ ル ー ン カ テ ー テ ル を 留 置。1日5

ングが介護予防に効果的かどうかを調べまし

回、洗浄後に温かいタオルでタッピング

た。参加者の下肢筋力、バランス機能、歩行

活動：訪室ごとに声かけ。ショートステイ

機能、足指の圧力分布を計測するのです。す

中はリクライニング型の車いすで離床を試

ると、ポールウォーキングを始める前と後と

みる

では、筋力や各機能に大きな改善が見られた

食事：フロアで食事をすることで、周囲か

のです。足指の圧力が増大したため、体重を

ら音の刺激を受けていただく

バランスよく受け止められるようになり、特
ノルディックウォーキングは、ポールを後

別なトレーニングをしていないにもかかわら

A氏の情報を、医師や看護師、機能訓練指

方につき、体幹をねじって大きな歩幅で歩く

導員、栄養士、介護士、ケアマネージャーの

強い全身運動です。一方、ポールウォーキン

さらに、社会参加の点でもよい効果が出た

全員で共有し、定期的にカンファレンスを行

グはポールを前方につき、歩行を補助するシ

と考えています。ポールを持って歩くこと自

うことで、統一性のある対応を可能にしまし

ニア向けの運動です。これは杖を2本持ってい

体が楽しい上に、同じものを使用して運動を

た。当施設では当たり前のこうしたケアを続

るのと同じ状態なので、体を支える面積であ

することで、参加者に連帯感が生まれまし

けた結果、A氏の褥瘡を2カ月で完治させるこ

る基底面が広がり、転倒リスクのない、安定

た。通常のウォーキングよりも継続性が高く

とができました（資料③）。

した歩行が可能になります。さらに、背筋が

なり、参加者も増えていったのです。

資料③

伸び、左右のバランスが取れた正しい姿勢を
保持することもできるのです。

ず、下肢筋力がアップしていました。

さらに、最近はさまざまな色やデザインの
ポールが販売されるようになったこともあ
り、服装をポールに合わせて工夫される方も

地域包括支援センターの介護予防に
私たちのセンターは、このポールウォーキ

多くなってきました。ポールウォーキングを
通して、シニアの方々の楽しみが増えていく
様子をうれしく思っています。

ングを介護予防事業の一つとして取り入れる
ことにしました。センターでは以前からさま

資料③

ざまな介護予防事業に取り組んできました
が、どうしても機能訓練に偏りがちで、継続
的な活動の場も創出できずにいました。しか
し、ポールウォーキングを活用すれば、シニ
A氏はその後もきれいな皮膚を保ち、レク

アの方々の健康づくりだけでなく、仲間づく

リエーションに参加できるまでに回復されま

りや社会参加の場をつくることができると考

した。2年ほど元気に過ごされ、残念ながらそ

えたのです。

の後お亡くなりになりましたが、A氏の尊厳

私は、この「社会参加」が介護予防にとて

を守るケアを行うことができたと感じていま

も重要だと考えています。資料②でも分かる

す。これからも、利用者に寄り添い、笑顔を

ように、社会的つながりが充分な人に比べ、

引き出すケアを続けていきます。

乏しい人は認知症の発生率が8倍にもなってい

資料③は実際の講座の様子です。

るからです。

最近は学校のような形式をとっています。

いくつになっても地域に居場所があり、自

まず「入学」してポールを使った歩き方を習

分を待っている人がいること、1人で外出がで

い、フットケアなどの基本を学びます。2クー

5
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ル「修了」すると、次は「大学」に入学する

③本人の言うことを繰り返す

お話好きの方なら一緒にお話をし、いつも

ことができる仕組みです。大学は課外授業が

利用者が「帰りたい」と言ったら「帰りた

中心になっており、ここで経験を積んでいた

いんですね」などと繰り返します。言葉を発

だいた方には、地域で初心者に指導をする立

することができない方や不随運動を起こして

ふれられることを嫌がる方が多かったの

場になっていただきます。私たちセンターの

いる方には、その方と同じ動きをするなどし

で、ある程度、信頼関係ができてから試みま

職員だけでは手が足りないため、積極的な活

ました。

した。

動を大変ありがたく思っています。このよう

④極端な表現を使う

⑭音楽を使う

な取り組みが広がることで、地域全体が活性

大げさに言えば、「それは今まで生きてきた

化されていくのではないかと期待しています。

中で一番嫌なことでしたか」などとお聞きし

こうした取り組みが認められ、この講座は
大田区の2次予防事業に採用されました。平成
26年度から、1クールを2.5カ月とし、週1回、
全10回 の コ ー ス を 定 員15名 で 実 施 し て い ま

歌を口ずさんでいる方なら一緒に歌いました。
⑬ふれる

音楽を好きでない方もいるのだと痛感しま
した。

ました。
⑤反対のことを想像する
当施設ではあまり使っていませんでした。
⑥過去に一緒に戻る

事例報告と考察
実際にバリデーションを用いて対応した利

す。当センターで開催する講座とあわせ、現

写真をよく利用しました。家族の方に借り

在までで、のべ100名に参加していただきまし

た昔の写真を一緒に見ながら、「このときはど

対象者は、アルツハイマー型認知症のあ

た。ポールは講座の中ではレンタルにしてい

んな気持ちでしたか」などと、過去の記憶に

る、87歳の女性、C氏です。意思の疎通が困

ますが、本格的に継続したいと思われた方は

戻ります。ただしこれは、利用者と職員の間

難になると興奮され、拒否があります。一度

購入されています。値段は2本1組で7,500円か

に信頼関係ができてからでないと、なかなか

興奮されるとなかなか収まらず、ご家族に対

らとなっており、長さを調整できるものもあ

できませんでした。

しても襟や腕をつかむなどの行為が見られま

ります。

⑦真心を込めてアイコンタクトをする

した。介助全般で叫んだり手が出たりと不穏

用者の一人について、事例をご報告します。

私は、ポールウォーキングは2次予防だけで

今までは、利用者と目を合わせているつも

になることが多く、2人介助で対応していま

なく3次予防など、すべての段階の方に有効で

りでも、頭では違うことを考えていたと気付

した。そこで介助の際、まず心の準備をして

あると考えています。ぜひ、多くの方に今す

きました。

ぐお試しいただければと思っています。

⑧あいまいな表現を使う

（バリデーション①）、真心を込めてアイコン

幻視や幻聴のある方に同調するなどしました。
⑨はっきりとした低い優しい声で話す

事例発表4

認知症ケア

〜バリデーション療法を通して、
行動の原点を探る〜

行岡 由起子 氏
稲葉 利嘉 氏

社会福祉法人 聖徳園
特別養護老人ホームひらかた聖徳園
介護ユニットリーダー

バリデーションの基本テクニック
バリデーションとは、認知症の高齢者とコ

く対応できずにいる職員が複数いたことか

低い優しい声で（⑨）、何の介助なのかを説明
し、無理に行うことを控えました。それでも

大阪で生まれ育った職員は、どうしても早

納得されないようであれば、相手の動きや感

口で話してしまう傾向にあります。意識して

情に合わせ（⑩）、時間を置いてから再度声を

ゆっくり話すことで、利用者に聞き違いをさ

かけました。すると、比較的早く興奮が収ま

せることがなくなり、業務もスムーズになり

ることが分かりました。それでも興奮が続い

ました。

ているときは、満たされない欲求に目を向け

⑩相手の動きや感情に合わせる
怒っている方には一緒に怒り、泣いている

（⑪）、対応する職員を替えると不穏の軽減に
効果があり、1人で介助ができるようになった

方には寄り添うようにしました。

のです。また、ある日バリデーション⑥で昔

⑪満たされていない欲求に目を向ける

の写真を一緒に見ていると、C氏が一度だけ

「ここにいたくない」「歯を磨きたくない」

涙を流されたこともありました。

などの欲求に対し、業務を優先した考えを捨

資料①は、C氏の「手が出る」「興奮する」

て、「分かりました」と受け入れ、時間を空け

「叫ぶ」などの行為を、回数（縦軸）と時間

てから対応しました。

帯（横軸）でグラフにし、4カ月の推移を比較

⑫好きな感覚を用いる

したものです。バリデーションを用いること

ミュニケーションを行う方法の一つです。当
施設では、利用者が不穏になられた際、うま

タクトをします（⑦）。そしてはっきりとした

資料①

ら、この手法を研究することにしました。
バリデーションの定義については、ナオ
ミ・ファイルさん（バリデーショントレーニ
ング協会専務理事）が提唱するものがありま
すが、私たち職員には少し理解しづらい部分
がありました。そこで、簡単な言葉に置き換
え、次の14項目に整理しました。
①介護者が落ち着いた気持ちで接する準備
興奮されている利用者に対応する前に、まず
深呼吸をしてから声をかけるようにしました。
②事実に基づいた言葉を使う
たとえば「誰」「何」「どこで」などを明確
にし、
「なぜ」という言葉を使わないよう気を
付けました。
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で、4カ月後にはかなり不穏を軽減できている
ことが分かります。
しかし、当初は業務の遅れを避けるため、

め、地域の小学校に届けていただく

①はその例です。
●

資料①

作品づくりの手伝い：親近感を育むため、
肩が触れ合うくらいの大きさのテーブルや

バリデーションができない職員も何人か出て

いすを用意。自然とご利用者同士が協力し

くるなど、なかなか浸透しませんでした。そ

合う雰囲気へと変化

こで、職員同士「バリデーションに入りま

●

クラブ活動：習字や園芸、料理などのクラ

す」と声をかけ合うことで、お互いに理解を

ブ活動を、ご利用者が主体となって準備か

得られるようにしました。さらに、毎月全員

ら片づけまで行う

でモニタリングとカンファレンスを行い、小

●

余暇の選択：オセロや健康麻雀など、余暇

さな目標を共有することにしたのです。大き

の過ごし方をご利用者自身に決めていただ

な目標では道のりが遠く感じられますが、小

く

さな目標なら、職員同士で日々、達成感を分

脳トレのプリントは難易度別に常時30種類

かち合うことができます。これらは取り組み

を用意しています。机といすは活動内容に

の促進に効果的でした。

よってご利用者自身が移動できるよう、小さ

ご利用者の自主的な活躍により、スタッフ

バリデーションを用いることで、業務を優

く軽いものに替えました。また、飾り棚や収

が行わなくなった仕事がたくさんあります。

先するよりもまず、利用者の目線から物事を

納棚を改良し、ご利用者自身が必要なものを

以下は一例です。

考えることができるようになりました。今後

取り出せるようにしました。

●テーブルとお膳拭き

もこのバリデーションを継続し、諦めず根気
よく利用者と向き合うことを大切に、ケアを
行っていきたいと思います。

【スタッフからご利用者に移った仕事】

膳

ご利用者とスタッフに
さまざまな変化

●洗い物

●おしぼり配り

●下

●ファイル綴じ（資料②）

資料②

こうしてスタートした取り組みが、ご利用
者とスタッフにどのような変化をもたらした
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のかをご紹介します。

ハートピア堺式自立支援と
認知症ケア、
そして選ばれるデイサービス
津村 万里
栗林 宏幸

氏

【リハビリ】
ご利用者自身が前向きにリハビリを続けら
れるよう、次のような取り組みを行いました。
●

氏

社会福祉法人 堺福祉会
ハートピア堺デイサービスセンター
●

歩行訓練や散歩時は、ご利用者自身で万歩

特に、日常的に家事を行う習慣は自宅での

計を取り付け、歩数を記入していただく。

生活に直結するため、ご本人やご家族の喜び

歩数や距離を電車の駅数に置き換え、達成

につながったようです。ほかにも、忘年会な

感を演出

どのイベントの準備や進行も、ほとんどご利

参加するプログラムはご利用者自身に決め

用者が担ってくださるようになりました。

ていただく。リハビリ用器具をいつでも使

「ハートピア堺式自立支援」
の考え方

さらに私たちは、こうした自立支援の考え

えるよう設定

方を認知症ケアにも活用しました。パーソン

施設の非日常的な空間を、自宅での日常生

センタードケアや病気としての認知症を正し

なければいけない」「昔からこうだから」など

活に近い環境に改良。自宅の設備と似た器

く学んでアプローチすることで、私たちの接

の思いにとらわれ、伸び悩んでいました。そ

具での階段訓練、洗濯物を干すことによる

し方も変わっていったのです。やはり認知症

可動域訓練を実施

のご利用者も、食事の準備やイベント、掃除

認知症の方に、自宅で家電製品を使いこな

などのお手伝いをお願いすることで活躍の場

していただけるよう、全自動洗濯機の操作

を見出され、症状に改善が見られました。ま

を反復練習

た、こうした認知症のご利用者の自立支援に

ご利用者に自宅で薬カレンダーを自己管理

は、ボランティアの方々にもご協力いただい

していただけるよう、看護師が指導

ています。

3年前、私たちは「ご利用者をおもてなしし

●

こで、ケアのあり方を見つめ直し、「ハートピ
ア堺式自立支援」を確立しました。方針は次

●

の3つです。
●

選択肢を増やすこと

●

自己決定が尊重されること

●

専門職としての客観的視点
この3つに沿って、デイサービスのプログラ

●

●

ムを一から見直すことにしました。
まず行ったのはスタッフの意識改革です。

自転車メーカーから四輪自転車や低重心自

これまでの「ご利用者に何かをしてあげる」

転車を提供していただき、屋上に自転車練

との考え方を改め、
「ご利用者にできることを任

習場を設営

せる」ことで、スタッフの負担が減り、フロアを

研修会の参加に加え、海外施設「ユマニタ
ス」の取り組みを映像で学び、目標に対する

見守る余裕ができました。取り組みから3年経っ
【日中の活動】

た今では「誰がスタッフか分からない」とご利用

施設において、ご利用者に次の活動を取り

者と笑いあえるくらい、いい関係で機能するよう

次に、
「スタッフの自由な発想がある会議」

入れていただくことで、ご本人たちの主体性

になっています。結果的に、平均利用率は75.2％

を目指し、可否にかかわらず意見を出し合う

や交流、「誰かの役に立ちたい」との思いを支

から87.9％に大幅改善しました。これは、自施設

ことにしました。通所介護計画書について

援しました。

における自立支援の定義を明確にし、具体的な取

も、他職種と連携して小規模な会議を行い、

●

イメージを全員で共有しました。

ご利用者ごとのオーダーメイドを作成します。

清掃：リハビリを兼ね、スタッフと一緒に

り組みができた成果だと思います。まだ不十分な

施設を清掃

点はありますが、引き続き努力していきます。

さらに、ご利用者の使いやすさに加え、ご

●

認知症ケア：お話し相手をしていただく

利用者同士の交流が生まれる環境にするた

●

整理：洗濯物をたたんでいただく

め、施設にさまざまな手を加えました。資料

●

社会貢献：ベルマークやエコキャップを集
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