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１．職場紹介 

平成８年４月に入居定員５０名の自立型のケアハウスとして開所。平成２２年４月に定員の内３０

名を特定施設入居者生活介護（特定施設）に転換することにより、特定施設と一般型の２種類のサー

ビスが混在する形となりました。 

 

２．実践発表グループ紹介 

構成人員 ２人 過去の QC 活動（事例研究）件数 ０件 

現メンバーでの活動歴 ２年 
構成メンバーの職種 

一般型介護員 

生活相談員 平均年齢 ４７歳 

月当たりの会合回数 １～２回 主な活動時間 業務時間内・業務時間外 

 

３．テーマ選定理由 

 

４．今回の活動に関する施設長のコメント 

特定施設へ転換した平成２２年頃、一般型入居者の皆さんは「自分の事は自分で出来るし、ボケ

てなんかいない！」と言われていました。しかし、平成２４年頃になると特定施設入居者を羨む発

言が多く聴かれるようになりました。 

平成２２年から平成２４年までの、一般型入居者の介護認定状況を見ると、大きな変化は見られ

ません。逆に、当施設に入居申込みを出し、在宅で待っている人の方が介護の必要性が高い状況で

す。このことから、一般型入居者の皆さんには、やってもらえることを羨むより、いつまでも元気

で、自分のことは自分でできることに誇りをもってもらいたいと考えました。一般型入居者の失わ

れたプライドを取り戻してもらうために、このテーマに取り組むことにしました。 

本テーマの活動期間（２年）   本テーマの会合回数（２６回）    会合時間（1 回平均４０分） 

１． 活動が与えた施設への効果 

   特定事業の開始以前から実施していたクラブを見直し、入居者の状態や希望にあわせた取り組みを

実施していただいたことで、入居者の皆さんには“つながり”や“仲間で一緒に行う楽しさ”を味わっていた

だけたのではないでしょうか。「元気でいなけりゃ！」という声も聞かれます。継続と向上をめざし、事業方

針である『介護予防』の効果をますます上げていってください。 

２．実践者（サークル（グループ））に一言 

   夏の暑い時期の畑の水やりや焼き芋作りなど、どうしたら１人でも多くの一般型入居者に参加してもら

えるか、知恵を絞っての日々の取り組みに感謝です。特に一般型介護員は１人職種となり、特定介護員

のように相談しあったり、協働して動いたりすることができず、苦戦していたと思います。地道な活動も継

続していく事で必ず効果は出ます。入居者に元気で長生きをかなえていただきましょう！ 

あきらめないで！介護予防大作戦 



５．一般型入居者の意識の変化 

【平成２２年～平成２３年頃】 

「まだ、自分のことは自分でできるし、ボケてなんかいない。特定施設の人とは違う」と言う発言が聴かれる。 

 

【平成２４年頃】 

「特定施設の人たちには、色々しているけれど、私たちには何もしてくれない。どうせ私たちはおまけだからね」

という声が聴かれるようになった。 

 

 

６.一般型入居者の介護認定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）介護保険認定者数及び介護区分状況は大きな変化はないが、『自分のことは、自分でする』という意識が

低下してきた。 

（２）『身体がしんどいから手伝ってほしい。特定施設に入れてほしい』と簡単に介護に救いの手を求める入居

者が増加してきた。 

 

⇒ 自立生活の意識を高める必要がある  平成２５年度より一般型入居者のクラブを充実していく。 

 

 

７．一般型入居者に介護予防が必要な理由 

特定施設へ転換した目的 『元気な時から入居し、介護が必要になっても同じ場所で生活し続けるため』 

 しかし、現状は下記のとおり・・・ 

 

特定施設入居申込者は、申込み時点で『要介護状態』『独居』『経済的困窮』『認知症』などがある。 

                     ↓ 

介護の必要性が高い方を優先するため、一般型の入居者が、安易に特定施設へ移行できる状況ではない。 

『一般型で生活し続けていただける状態』で、いていただく必要がある。 

 ↓ 

自立生活を継続する必要がある。居室に閉じこもりがちな入居者に外へ目をむけていただく。 

                ↓ 

生活を活性化させるために、身体機能と認知機能の２つのトレーニングをする必要がある。 

                     ↓ 

魅力ある活動から「介護予防」を意識してもらい、介護予防の先に「生きがい」を見出す。 
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一般型入居者の介護認定状況 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 合計 

(人) 
毎年４月１日現在の状況 



８．平成２５年度の具体的な取り組み 

クラブ名 目 的 内 容 

①園芸クラブ ADL低下予防 野菜や花を皆で一緒に会話を楽しみながら育てていく。 

②ウォーキングクラブ ADL低下予防 施設の近隣を距離をのばしながら、ウォーキングする。 

③介護予防クラブ 認知症予防 
入居者のプライドを考慮して、簡単な問題は「子ども扱いし

ている」と感じられるとの思いから難しい問題を提供する。 

④一般型クラブ 認知症予防 
編み物、お菓子作り、パン作り等楽しみながら介護予防に取

り組む。 

 

  

９．平成２５年度の実施結果 

クラブ名 結 果 

①園芸クラブ 「膝や腰が痛いから畑仕事は無理」と言われ参加者は、０名。 

②ウォーキングクラブ 
単調で飽きがくると参加者０名の日もある。 

⇒変更：車で近隣公園に行きウォーキングするが途中中断。 

③介護予防クラブ 
入居者のプライドを考慮して、難しい問題を提供し、少人数の限定された入

居者のみの参加者。 

④一般型クラブ 楽しみながら参加されたが、男性参加者少数で限定された参加者。 

 

 

１０．平成２５年度の取り組みから出た課題と平成２６年度の取り組み 

 平成２５年度の取り組みから出た課題 平成２６年度の取り組み 

１ 「介護予防」の意識が低い 認知症や介護保険制度について勉強会の計画をする。 

２ 限定された参加者 開催時間を柔軟にして、実施内容の検討をする。 

３ 内容の変化に戸惑いや外に出ることに躊躇 体操を習慣化する。 

 

 

１１.平成２６年度 具体的な取り組み 

（１）『ロコモ体操クラブ』の実施 （ウォーキングクラブからの名称変更） 

目 的 

・ＡＤＬ低下予防。 

・身体を動かすことを習慣化させる。 

・居室から出てくる機会を増やす。 

・体操の習慣化から、下肢筋力向上につなげる流れを確立する。 

実施日 一般型介護員 出勤日   通年１６時～  

内 容 

① 集会室に集まり、職員と一緒に 

「ロコモ体操」「座って足元気体操」「ラジオ体操 第１、第２」をする。 

          ↓（筋力アップ） 

② 年３回、車で近隣公園に行き、景色を楽しみながら散策をする。 

          ↓（筋力アップ） 

③ 年３回 遠出の外出行事『生きがい外出』に参加する。 

 



 （２）『介護予防クラブ』の実施 

目 的 

・認知症予防 

・入居者の学習する機会を設ける 

・実施方法を毎回、同じものにして、変化に対する抵抗感を軽減する。 

実施日 毎月第１、第３月曜日 １４：００～１５：００ 

内 容 

（１）アイスブレイキングとして簡単なクイズ等を行い、参加者の緊張をほぐす。 

          ↓ 

（２）学習療法の教材を用いて、簡単な計算や回想法も取り入れ「スラスラできること」

に重点をおく。 

          ↓ 

（３）読み書き計算問題をする。 

          ↓ 

（４）トランプや童謡かるたをする。 

 

※参加者に抵抗感がないように流れを同一にする。 

 

 

 （３）『一般型クラブ』の実施 

 ①勉強会の開催 

目 的 
・介護予防の取り組みに参加することの必要性を伝える。 

・学びたいという意欲を高める。 

実施日 年５回 

内 容 

入居者が日ごろ不安に感じている内容（認知症、介護保険制度等）の勉強をする。 

４月  寝たきりにならないために 

７月  認知症とは？ 

８月  介護保険制度について 

１２月 悪徳商法とクーリングオフ制度について 

１月  自分の認知能力確認（ひょっとして認知症？） 

 

  ②畑仕事の取り組み内容変更 

目 的 
・『焼き芋会』にむけた畑仕事をすることによって、居室の外へ目を向ける。 

・自分が関わった喜びを感じてもらう 

実施日 年３回 

内 容 
一連の畑仕事を行う。 

５月 さつま芋の苗植え ⇒ １１月 さつま芋掘り ⇒  １１月 焼き芋作り 

 

③夜間外出の実施 

目的 
・夜間の外出によって、居室の外へ目を向ける。 

・開催時間を柔軟にして、参加しやすい環境を作る。 

実施日 年３回 

内容 

季節を感じる楽しみな企画にする。 

６月 花菖蒲、ホタル観賞外出 

８月 花火外出 

９月 施設屋上でのお月見会 



（人） 

１２.平成２６年度 実施結果 

 

（１）『ロコモ体操クラブ』月別平均参加者状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参加者が限定されているが、毎日の体操に積極的な入居者がいる。 

４月～１２月の平均参加人数は、５人。 

 

（２）『介護予防クラブ』月別平均参加者状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参加者は、限定されてはいるが「スラスラとできること」を重点としているので、楽しみながら実施すること

ができる。 

４月～１２月の平均参加人数は、５.２人。  

 

（３）一般型クラブ 

① 勉強会 実施結果 

開催月 内容 参加者数 

４月 寝たきりにならないために １１人 

７月 認知症とは？ １０人 

８月 介護保険制度について １３人 

１２月 悪徳商法とクーリングオフ制度 １０人 

１月 ひょっとして認知症？ 
平成２７年 

１月１５日実施 

※毎回、５０％以上の参加率であった。学習意欲は高い。 
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② 畑仕事 実施結果 

開催月 内容 参加人数 

５月 さつま芋苗植え ８人 

１１月 さつま芋掘り ７人 

１１月 焼き芋作り ８人 

※畑仕事は『焼き芋会』の楽しみに向けて行うことで参加率がよい。 

※入居者から「何でも手伝うから言って」という声が聞かれた。 

 

 

③ 夜間外出 実施結果 

開催月 内  容 参加者人数 

６月 花菖蒲、ホタル観賞 外出 ７人 

８月 花火外出 ７人 

９月 お月見会 １４人 

※夜間の行事は、参加率がよい。 

※特に施設内での夜間行事の参加率が高い。 

 

 

（４）生きがい外出 

① 平成２５年度 

開催月 外出先 参加者人数 

６月 浜松市「うなぎパイ工場見学」外出 ７人 

１０月 半田市「酢の里」外出 ７人 

２月 豊田市「キューピー工場見学」外出 ９人 

 

② 平成２６年度 

開催月 外出先 参加者人数 

６月 名古屋市「名古屋港水族館」外出 ８人 

１０月 豊田市「小原 四季桜」外出 ８人 

２月 常滑市「盛田味噌蔵工場見学」外出 

平成２７年

２月１２日

実 施 

 



１３．平成２６年度の取り組みから出た課題と平成２７年度の取り組み 

 平成２６年度の取り組みから出た課題 平成２７年度の取り組み 

１ 
学習意欲は高いが、介護予防クラブへの参加に

は、つながらない。 

複数人の中での学習は、参加しにくいと思われるた

め、個々で対応する学習療法を取り入れる。 

２ 
クラブの参加人数増加に関心が行き、「役に立ち

たい」という思いに充分、目を向けられなかっ

た。 

様々な企画や活動の中で役割をもって取り組めるよう

にする。 

 

 

 

１４．最後に 

「人生９０年時代」がやってきます。しかし、人生の長さだけでなく、いかに健康的に生活していくのかが大切

なことです。今は元気だから何もトレーニングは必要ないと考えている一般型入居者も、元気な時から「介護予

防」をはじめ、当施設で生涯一般型入居者としてのプライドをもち、生活していただきたいと思っています。 

そのために、一般型入居者であり続けることに喜びを感じられるサービスを提供していくことや、施設内だけ

でなく、地域とのかかわりがあるボランティア活動に参加することにより、人の役に立つということを実感し、

それが生きがいにつながることを考慮して、様々な企画や活動の実施に努めていきたいと思っています。 

夕方になると当施設の集会室からは「ロコモ体操」の音楽が流れてきます。 

♪ロコモティブシンドローム、骨と筋肉きたえたら死ぬまで元気♪ 

歌詞にでてくる「死ぬまで元気」を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


