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福祉施設の実践事例発表

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

H.C.R.セミナー報告

〜役立つ活かせる工夫とアイデア

B会場

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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側弯の改善に効果
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度に曲げた場合は、背中を曲げることはできませ
んので、それを利用しました。しかし使い続ける

重度・重複障害児は、常に寝て生活をするこ

と膝関節と股関節のほうが曲がってしまうため、

とが余儀なくされています。姿勢管理の重要性が

朝20分、昼20分、夜20分というように使用時間を

学校生活・家庭療育の場面でいわれています。

区切っています。

また、重度・重複障害児は普段しない腹臥位姿勢

使い続けて1年近くたった平成20年5月1日には写

（うつぶせ）・側臥位姿勢（横向き）などの姿勢を

真③のような姿勢になりました。左首の反り、股

とらせないと、呼吸機能の改善・拘縮、変形など

関節の開き、右体幹部の伸びなどが改善され、写

（背中のよじれなど）、発達に好ましくないことが

真②と比較すると変化が一目瞭然です。

蓄積されていきます。障害児・者の二次障害、三

久木元 司

氏
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肢体不自由児の側弯の
予防と改善
山田 哲美

氏

社会福祉法人 あけぼの福祉会 評議員
元・東京都立特別支援学校 主任教諭

肢体不自由児のために器具を開発
訪問教育を行っていた肢体不自由児の母親の悩

次障害は青年期に問題視されますが、予兆は学齢
期から徐々に現れています。
これらの問題を解決するためには、介護者が

姿勢管理からはじまり、軟便を処理する道具を

20〜 30分おきに姿勢を変換していくことが要求

作成した物が思わぬ効果を得たという「ヒョウタ

されていますが、実際の生活場面で非常に困難な

ンから駒」の出来事でした。施設や学校などでは二

ことです。重度・重複障害児の可能性を最大限に

次障害・三次障害に悩まされていると思います。

伸ばすためには、望ましい生活習慣を形成するこ

高齢者・障害者（児）など背中の変形（側弯）は、

とです。それを実現するためには、一人ひとりに

最初からあったのでしょうか。介護する人が側弯

適した教材・教具を工夫して製作することが要求

を進行させたのではないでしょうか。寝たきりに

されます。

なった人を20分〜 30分おきに姿勢変換することが

この児童は、すでに二次障害、三次障害が出

二次障害・三次障害の予防につながります。しか

現し始めていました。側弯が進行して背中が横向

しそれは、あくまで理想です。医療経済学的にも

きのような姿勢になっています（写真②、平成19

できません。人件費が莫大の金額になります。

年7月5日当時）。そのため、体幹部の変形対策や

高齢者、障害者（児）など背中が変形している

ハムストリングス筋群への対応が課題でした。そ

人に朝・昼・夜の20分間、仰向けで股関節と膝関

こでこの「楽々トイレ介助」が側弯の改善につな

節を90度に曲げて固定することで、変形した背中

げられないかと考え、利用し始めました。

が徐々に正常な状態になったという、側弯症の改

みを解消しようと器具を開発した結果、「ヒョウタ

これを使うと背中が伸びて改善されます。人

ンから駒」のように思わぬ効果を得た事例を紹介し

体構造的に仰向けに寝かせて膝関節と股関節を90

ます。
その母親の悩みごとは「うちの子どもは便秘薬
を服用していますが、それにより水状の軟便にな

まとめ

善につながる事例を紹介しました。

写真②

写真①

ります。だから1人でおむつを交換するのが非常に
大変です。いい方法はありませんか」というもので
した。そのため姿勢管理や軟便を処理しやすくす
る目的で「楽々トイレ介助」（写真①）という器具
を開発しました。児童に仰向けに寝てもらって、
この上に足を乗せて使います。おむつ交換時に母
親が片手でおしりを拭けるように、片手でレバー
を操作して足を上げる角度を調節できます。
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写真③

そして、我々は規模拡大の挑戦を積極的に行い
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ます。テーマは「10イヤーズ10パート」。10年で10

社会貢献を考える
エーデル土山のCSR活動
廣岡 隆之

氏

中島 健作

社会福祉法人 あいの土山福祉会
特別養護老人ホーム エーデル土山

氏

私たちにできるCSR
私たち社会福祉法人は、民間企業よりも強い公

まずは法令遵守をしっかりと行い、健全な法人

施設増やすという挑戦を始めています。

の運営をするための内部監査をしています。その

②ご利用者との関係

上で、防災協定や地域包括支援センターとの連携

ご利用者様が一番求めているものは情報です。そ

強化のほか、甲賀市の協働事業の提案として、ひ

れを踏まえ、下記のような取り組みを行っています。

きこもり支援事業を提案しています。引きこもり

【利用者への情報開示】

などの不登校児にボランティアをしてもらうこと

●

相談体制の公開

で、社会復帰への一助とする取り組みを市に提案

●

ヘルプページの開設（Q&A）

しています。

●

災 害時に利用者の情報を家族や関係者に提供

⑦各種団体との関係

（SNS）
●

前提として「私たちが介護業界を変えていくん

年2回の利用者満足度調査、意識調査

③スタッフとの関係

だ」という姿勢のもと、ただ参画するだけではな
く、そこで積極的な発言をするという基本姿勢で

共性があることを踏まえ、より積極的に社会に貢

私たちは人材こそ最大の資産と考えています。

献する使命があると考えています。「自分たちが世

また、当法人が地方の雇用を促進していることを

に存在している価値とは何なのか、もっと社会の

重要視し、下記のような取り組みを行っています。

公器として役に立てることはないのか」という基本

⑥行政機関との関係

【スタッフとの関係】

挑戦を続けています。
⑧環境保全との関係
環境保全については下記のような取り組みを進
めました。
【環境保全】

スタンスで積極的に社会的責任を果たせるよう、

●

非常勤職員の退職年齢の引き上げ

当法人ではCSR推進室というプロジェクトチームを

●

無駄削減して給与増額

●

給湯・空調等の熱源を灯油から電力に変更

立ち上げました。

●

バーベキュー大会などのファミリー交流事業

●

節水栓による節水

資料①のように当法人を囲む7つのステークホル

●

時間単位での有給取得制度

●

全館LED化

ダーそれぞれを対象に社会的責任を果たし、社会

●

職員とともにその家族も利用できる災害時シェ

●

ルター制度

的貢献をするという大きな設定をした上で、CSR推
進室の組織体制を確立しました。資料②のように

●

理事・評議員会のもとにあるCSR推進室で決まった

その上で、人材確保対策室と合同したプロジェ

指針や行動内容が執行室、委員会、役職者へ降り

クトチームによって、下記のように労務管理を徹

ていき、そこから各セクション、各スタッフに浸

底しました。

透させていくという組織体制を取っています。

8つのアクション

労
 務管理の徹底（腰痛0、メンタル不調0、残業0

会福祉、介護を変えていくんだということが一番

というトリプルゼロ）

重要だと思っています。

ワークライフバランスの栞（しおり）

●

平成25年度〜現在までの離職率2％

アクションを設定しました。

●

介護職一人当たり有給平均2日以上／月

①経営の考え

これらの労務管理をプロジェクトチームが考

まずガバナンスを確立した上で、CSR強力推進
体制を取ります。詳細は下記のとおりです。
【ガバナンスの確立】

え、実践しています。また、職員が実際に利用す
る制度をイラストなどを使って説明しています。
いかにわかりやすく、いかに使っていただくか。

●

役割と責任を明確にする

制度というのは使ってはじめて生きてくるものだ

●

理
 事報酬と損害賠償責任・評議員会との兼務禁止

と考えています。

●

理事定数の削減と委員の選定

④地域住民との関係

【CSR強力推進体制】
●

各種委員会でCSRへの議案提出を必須化

●

CSR推進室の毎月定例開催

●

HP上でCSRアクションの公開

資料①

以上のように、「私たちのできること」から始
す。私たちこそが当事者になって、これからの社

●

CSR活動を推進するため、我々は具体的な8つの

太陽光パネル55kwを設置

め、小さな安心から大きな安心につなげていきま

【労務管理】
●

電
 力の自動制御タイプのデマンドコントローラー
を導入

地域住民との関係の中でニーズを探る役割とし
て、地域コーディネーターを設置しました。
【地域コーディネーターの役割】
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地域の方々と施設利用者の
日々の交流を創出するテラス活動
後藤 ゆかり

社会福祉法人 健友会
地域交流センター

塩野 國雄

氏

活動の背景
当会は開設以来、地域の方々との参加型活動を

直接、行政機関に出向いてニーズや課題を掘り

目指してきました。全国の高齢者支援施設におけ

下げる

る地域交流活動の中心的な担い手は職員であり、

●

地域包括センターとの連携強化

地域住民が企画や決定に参加し、活動を協働する

●

地域問題の確認作業

参加型活動の事例は少ないのが現状です。

●

市民協働事業提案（甲賀市事業）

●

配置基準に係らないフリースタッフ

●

当会の地域交流センターの活動では、テラスの
活用（資料①）が増えてきました。2年前に複数の

現在、甲賀市における市民協働事業の提案とし

テーブルと椅子を設置し、10人あまりが憩える場

て、キッズクラブという事業を行っています。同

を作ったことが、多様な活動の場として積極的に

事業は私たちが地域の小中学校に出向き、児童だ

活用するきっかけになりました。

けではなく教員や保護者も対象にして行う出前授
業です。介護や福祉について理解を深めてもらう
ため、テキストとともに、車いすや福祉車両を持
ち込んで体験してもらうなどの工夫をしています。
また、送迎車に不法投棄防止パトロール中という
資料②

氏

ステッカーを貼るとともに、子ども110番の車に登
録して、送迎に地域の巡回を兼ねて行っています。
⑤取引先業者・ビジネスパートナーとの関係
サプライヤー倫理行動基準を設けました。法令
遵守はもちろんのこと、人権やモラルなどがしっ
かりしている業者としか付き合わないという基準
を設けて、全業者にサプライヤー誓約書を提出し
てもらっています。
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資料①
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研究の目的と方法
当センターの設置目的は、施設で暮らす利用者

以上のようにテラス活動の実態を把握できました。

一緒に実現できるテラスづくり。今後も地域交流
活動に深く関わってきた地域の人々とのつながり

表①

を大切にし、より多くの人々とより多様な関わり

の地域社会の人々との交流の場です。そこで、利

ができる活動をしていきたいです。

用者のQOLの向上のために、地域交流活動やテラ
スの活用実態を踏まえて、資料②のような目的で

事例発表4

検討しました。その方法は資料③のとおりです。

福祉機器を使って、さらば腰痛

資料②

相原 みゆき

氏

社会福祉法人 寿山会
特別養護老人ホーム 寿山苑
機能訓練指導員

表②

腰痛と福祉機器に関する
アンケート結果
当施設でも腰痛に悩まされる職員が増えていま
した。腰痛予防の勉強会をすることにより、職員
の腰痛状態、腰痛への意識確認を行い、入所者が

資料③

安心できて安全なケアを提供することは、職員の
ケアの質の向上につながると考え、福祉機器導入
に向けた取り組みを開始しました。
職員の腰痛状態、意識確認を把握するアンケー
トを実施し、結果を基に取り組みの内容を検討し
ました。

考察

アンケート結果（資料①）のグラフから約8割の

テラスの活動は地域の人々の活動の中から発案

職員に腰痛があることが分かりました。職員の福

され、工夫されて育ってきました。それぞれの場

祉機器に対する意識確認のアンケート結果（資料

面で創意工夫がされ、よりふさわしい場作りがさ

②）は、まず福祉機器導入前のグラフでは、福祉

れていることは意義深いことです。本報告での、

機器を使用することに約9割の反対意見がありまし

利用者のQOL向上に向けて地域の人々との日常的

た。しかし、アンケート実施後も腰痛に悩まされ

な交流の場としてテラスの活用の利点は、①自然

る職員がいるため、やはり福祉機器は必要ではな

に触れられる②多様な人々と交流できる③職員の

いかと考え、施設に必要な福祉機器導入を検討し

センター活動と利用者の参加状況です。表①は

集中的・直接的な介在を必要としない交流―に注

ました。

昨年度の実績です。表の小項目に示す10種の活動

目した事例的な検討ですが、これら3項が実現可能

を進めています。センターの設置目的は利用者と地

な場として捉えられました。

結果

福祉機器導入後のアンケート結果（資料②）で
は、福祉機器に対する意識の変化がわかります。

域の人との交流ですが、利用者の健康状態などの

その中で飲食物、とくに飲み物の提供がコミュ

使い方がわからないなどの不安を取り除き、時間

理由から、参加者数は極めて少ない状況でした。そ

ニケーションを豊かにしていました。これらはベ

を掛けて指導にあたることにより、慣れればあま

こで、介護士を中心に居室から会場への移動と、誤

ン チ だ け で は な く、 作 業 台 と し て も 利 用 で き る

り時間が掛からず、事故のリスクが下がり、腰へ

嚥などの防止の危機管理を徹底しました。移動の際

テーブルの常設によって可能になったといえま

の負担が少なくなると意識が変わり、約7割が賛成

は、看護師・介護士とボランティアがチームを組ん

す。また、テラスが施設の建物に直接つながって

意見になりました。

で、一人に一人がつく体制にしました。誤嚥対策と

いることから、安心性を確保しやすい利点もあげ

しては、会場に緊急対応の看護職と介護士が待機

られました。地域の人からは、「用事がないと施設

し、運営委員に周知するなどです。このような体制

には入りにくいが、テラスは外にあるから立ち寄

を施設全体で確認することで、職員全体の参加意識

りやすい」との声もあります。地域の人々にとって

にも変化が見られ、日常的にテラス活動への参加も

テラスでの活動が施設事業への理解や地域交流活

見られるようになりました。

動への参加のきっかけとなる可能性も示唆されま

表②は先の活用実態をもとに、テラスの利用目

資料①

した。

的別に活用の仕方、誰がどのような場面にどんな
環境に整えて活用しているのかを検討しました。
必要物品のチェックマークは活動に使用している
物品を示しています。この表から、次の4点が確認
できます。活用例を見ると、

今後の課題
まずはテラスの活用性を高めることです。地域
交流の諸活動を地域の人々に見える化する方法と
して、天候対策により活用期間を拡大し、目的と

①取り上げた7項目について、地域の人々・利用者
を合わせると日常的に活用している
②場のレイアウトでは、基本のレイアウトのまま

した3項の充実を図ることです。その際には、利用
者の心身の健康に対応した飲み込みやすいお茶の
提供など、環境整備が必要です。

ばかりではなく、常設のテーブルや椅子を外し

また利用者の介護度の重度化傾向にある特養で

て広場にする、新たに机などを追加するなど、

は、一日中居室での生活をしている方が大半を占め

活用の工夫が見られる

ているため、テラスに出られなくても居室に近いリ

③必要物品には常設品以外に机や椅子を追加した

ビングでお茶会などが可能かを検討します。さらに

り、施設が備えている飲食物が用意されていま

は利用者が人々とのつながりや暮らしの実感を取り

す。テーブルは机としての活用も見られた
④天候の悪いとき、真夏や冬季にはテラスの活用
はほとんど見られなかった

戻すことができるように、地域の人々の日常の暮ら
しに参加できる取り組みを進めていきます。
利用者、地域の人々一人ひとりのQOLの向上を

4

資料②

新たに導入した福祉機器で実践
当施設では移乗ボード付きストレッチャー（写

直にする感じで簡単に抜くことができます。導入

技術を実践現場で活かせることです。それにより

前と比べて利用者の移動距離が少なくなりました。

専門職としての意識が芽生え、その人にあった介

【職員Bさん50代女性の事例】

護を提供できるようになります。

真①）
、フレックスボード（写真②）、移動用電動

介護のベテランですが、年々抱える介護に限界

リフト（写真③）の3機器を導入しました。ここで

を感じており、福祉機器導入をきっかけにして勉

研修で学んだことが生かせるように確認、指導

は前2機器を使った移乗介助方法を紹介します。

強を始めました。Bさんは介護業務中に少しでも体

します。ほめるときにはしっかりとほめ、指導が

に負担がかかると感じた時は、すぐに意見をぶつ

必要なときにはその理由、なぜだめなのかもしっ

けてくれます。そのおかげで、以前導入したスラ

かりと伝えています。さらに人事考課の評価結果

イドシートやスライディングボードを見直し、使

をフィードバックし、課題解決の目標を一緒に考

用することができるようになりました。一人から

え、取り組んでもらいます。その結果が次の人事

でもいいので、このような熱心な職員と一緒に福

考課に反映され、それを繰り返すことにより、ス

祉機器の輪を広げていきたいです。

キルアップが図れます。

今後の課題

スタッフ自身の課題と目標が明確になります。つま

写真①

②実践現場での指導・育成

効果としては、その指導、育成の過程において
り、課題解決という目標をもってケアを提供できる

福祉機器を使用する際は、一手間かけて事故のリ

写真②

スクを下げ、安全に移乗することが大切です。入所

す。その結果、一つひとつの課題が解決でき、自ら

者の方や職員が実際に体験して聞き取りをし、より

のスキルが上がっていくことを実感できます。それ

安全に福祉機器を使用できるようになりました。そ

が達成感になり、やりがいにつながっています。

れにより抱える介護が徐々に減ってきていますが、

③月一度行うフロア会議

すべての介護業務の腰への負担が改善されたわけで
はなく、今後も取り組んでいく必要があります。

フロア会議は月1回、勤務終了後に1時間行いま
す。常勤、非常勤にかかわらず、夜勤者以外すべて

腰痛はいつ誰に起こるかわかりません。若さに

参加します。会議前に一人ずつ検討議題を提出した

よる自信があっても長年の無理が蓄積され、業務

り、議題表に事前に記入するなどの方法で、一人1議

に支障をきたすことがあります。抱える介護が入

題提案します。議題をまとめて会議時間を1時間以内

所者の方々にとっても苦痛であることは事実です

に短縮し、参加率を上げることにつなげています。

から、できる限り苦痛を与えないために職員の理
解と技術の向上に努めていきたいです。
写真③

ようになります。その過程には惜しみなく支援しま

決定事項はかならず実践し、課題があれば再度
会議で検討します。さまざまな議題を検討するフ

福祉機器は高額のため、適材適所を見極め、デ

ロア会議は、利用者が必要とする対応をスタッフ

モ機などを試し、現場の声を聞いてより安全で使

自身で考えて共有する場です。また、常勤、非常

いやすいものを選ぶことが大切です。また、準備

勤にかかわらず自分の意見が言え、思いを取り上

や使用に時間が掛かる福祉機器は慣れるのにも時

げてもらうことができる場所でもあります。さら

間が掛かり、敬遠する職員がいるため、その職員

にスタッフ間のコミュニケーションが取れ、まと

に対するアプローチも必要です。

まることができます。それが働きやすさとなり、
やりがいに繋がります。
④スタッフへの日々の気配り

事例発表5

スタッフが本当に考えていることを知ることに

やりがいのある職場を
目指して
坪内 香織
【移乗ボード付きストレッチャー導入後の移乗介助】
移乗ボード付きストレッチャーをベッドに付けた

氏

新津 沙織

氏

社会福祉法人 聖徳会
特別養護老人ホーム 大阪老人ホームうえだ

場合、ベッドの3分の1のところまでボード部分が動
きます。利用者を移動先のストレッチャーに近付け
られるため、移動距離が少なくリスクが減ります。

よって、関わり方や指導の仕方も変わります。ス
タッフの提案が利用者に良い影響を与えると判断す
れば、まずやってみようと受け入れ、後押しをしま
す。その提案に課題があればアドバイスも加えます。
また、会議のみならず日頃から意見を言いやす
い雰囲気を作っています。具体的には、利用者の
ことを常に話題に上げ、疑問を投げかけたり質問
を受けたりします。何事にも感謝の気持ちを忘れ

離職者を出さないための取り組み

ず、言葉に出して伝えています。勤務表の作成に
も、連休や有給を入れたり、体調を考慮して夜勤

ボードが途中までしか移動しませんので、利用者の

当施設は、従来型の特養から全室個室のユニット

体を特浴ストレッチャーに移さないといけません。

型特養に建て替えを行い、22年4月からユニットご

そのほかに大切なことはイベントです。とくに

「本来は足から動かすのですが、その方法で行うと

とにケアの提供を始めました。そうして6か月から1

夏祭りや法人忘年会は盛大に行われ、盛り上がり

腰がねじれるため、腰を先に動かしたほうが楽」と

年が経過した頃から、介護スタッフの離職者が目立

ます。夏祭りではたくさんの模擬店を職員、ボラ

いう利用者や職員の意見を採用しました。

つようになりました。そこで私たちチーフ5名は離

ンティアとともに出店します。このときは上司も

職者をできるだけ生まない、やりがいのある職場を

部下もなく、みんな一つになって盛り上げます。

【フレックスボード導入後の車いすから
ベッドへの移乗介助】

目指し、
「ちょっとした取り組み」を重ねています。

移乗の直前に利用者の下にタオルを敷きます。
タオルを使わないと必要以上に利用者に触れるこ

回数や業務内容を調整したりします。

①魅力ある施設内研修の開催とともに参加率の向

まとめ

とになり、利用者を緊張させたり、強い力で利用

上も大切にする

者をつかむことによりリスクが発生します。車い

研修委員が中心となり、いかに魅力ある研修を開

指す「ちょっとした取り組み」は離職率の低下につ

すとベッドの間、利用者の3分の1くらいの位置に

催するかを会議で決定します。その会議では、介護

ながります。そしてなにより、多くの利用者が施

フレックスボードを設置します。

職が求めていることや課題を中心に検討します。魅

設を「終の棲家」とする特養において、個別ケアを

ここでのポイントは移動方向と反対側の手を

力ある研修の開催はもちろんですが、研修の参加率

実現して最後まで尊厳ある人生を送ってもらうた

軽く持ち上げ、利用者の体を少し傾け、利用者の

の向上も重要です。なぜ研修に参加する必要がある

めには、欠かせない取り組みだと考えます。

体の接地面を支点にして移動方向に滑らすことで

のかなどを絶えず説明し、参加を呼びかけます。ま

やりがいのある職場づくりは「ちょっとした取

す。滑りすぎを防止するため、移動方向側の手を

た、チーフは必ず研修に参加し、参加していないス

り組み」の積み重ねだと実感しています。これから

持ち上げ、利用者を止めます。フレックスボード

タッフにさりげなく声掛けをします。

も「ちょっとした取り組み」を続け、スタッフ全員

を抜く時は横に引き抜くのではなく、上方向に垂

以上のように、やりがいのある職場づくりを目

研修がもたらす効果としては、習得した知識や

5

でやりがいのある職場を目指します。

