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在宅支援に強いデイになる！
自宅での暮らしを継続する工夫

特集1

運動チェック表

● 実施手順書を作成

評価結果から、通所リハの卒業も視野に入れ、自宅
での運動の提案と身体の自己管理に向けた働き掛け
を実施

●専門用語は使わず、簡単な言葉・二語文などの短
い文章にする

●最初は少ない運動量（１つの用紙に１つの運動を
表記）から配布し、徐々に運動量を増やす

●運動の姿勢や様子を大きな写真で掲載

→認知機能の低下により、自分で自主的に行えない
方でも、ご家族や訪問介護スタッフなどの力を借
りて、正しく実施できる

●痛み・疲れなどの注意点を記載する
●手順書を使って、通所リハ利用中にスタッフと練習する

→運動のポイントを理解して、自宅で実施できる

●チェック表の日数は、ご利用者の負担が
少ない１週間から始め、徐々に２週間、
１ヶ月へと増やしていく

●記入欄は大きく設定
●通所の際に必ずリハビリ職員が確認し、
実施状況を共有する

●継続を意識して行ってもらうため、ス
タッフが称賛のコメントをする

資料作成のポイント

資料作成・配布のポイント

担当リハスタッフが、ご利用者の身体状況によって
生じている生活障害（ADL障害）を評価

● 運動チェック表を作成
　運動の習慣化が難しい方や、自宅で自身の実
施状況を把握したい方は、「運動チェック表」
を渡し、セルフチェックしていただきます。
チェック表の結果を基に、デイでも心身機能や
生活の変化のチェックを行い、指導内容の調整
を行います。

提供／鴻池荘サテライト蜻蛉通所リハビリテーション

９月１日 ９月

① お尻上げ10回×２セット（合計20回）  
　 （上げたら３秒止めて下ろす）

午前

午後

② 足上げ10回×２セット（合計20回）
午前

午後

③ 足開き左右20回ずつ
午前

午後

④ 腹筋５回×２セット（合計10回）
午前

午後

⑤ 起立訓練15回
午前

午後

⑥ 勝手口の歩行訓練１往復

〈チェック項目の作り方(例)〉
　① 午前、午後で○をつける
　② 回数を設定してその回数ができたらチェックする
　③ 運動の回数や散歩の歩数をチェック欄に記入
　④ １日の生活や身体の調子を記載する欄を作る

注意点：ベッドの上の運動はすべて息を止めずに行ってください

自己管理を促す実施手順書 ＆ 運動チェック表

実施手順書
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●日課は何か、いつ行うのか
●日中、主に過ごす場所からの距離　　　
●一人で行うのか、家族と一緒か　など

●通所の際に普段の活動量をチェックし、歩行量増加
の必要性をご本人と共有

●自宅で生じた痛みの評価をご本人にしてもらい、痛
みの出る行動は省く

●日課の継続が歩行量増加と痛みの軽減に役立つこと
をお伝えし、“日課をいつまでも継続しましょう”
という意識づけを行う

日課の「仏壇に手を合わせる」という行為を１日３回行っていただくことにした。前向きに取り組んだ結
果、一日の歩行量が増え、足腰の痛みの軽減につながった

運動の継続を促す
ご自宅での運動を継続するためには、①意欲を上げる、②無理なく行える、③楽しく行えること
が重要です。ここでは、ご自宅での運動の継続を促すさまざまな工夫を紹介します。

日課をトレーニング化する 歩行訓練をしていない人、してくれない人、
継続しない人

提供／鴻池荘サテライト蜻蛉通所リハビリテーション

日課の聞き取り

トレーニング化の工夫

実例

・お仏壇に手を合わせる
・花の水やり
・郵便ポストのチェック
・窓をのぞいて天気を確認

最低気温 最高気温 気分・体の調子 今日行ったこと

５日 月

６日 火

７日 水

８日 木

９日 金

10日 土

11日 日

足腰の痛みと日課の評価シート
（毎日、自宅での様子をご家族に協力してもらいながら本人が記入）

どんな状況のとき
に痛みが出やすい
のかを、ご本人が
自分で記入するた
め、聞き取りだけ
では分からない、
痛みの原因となる
行動が分かる

　日課とは“毎日決まってすること”です。日課で行う動作をトレーニング化することで、ご利用者本人が
「訓練」ということを意識をせずに、自然に継続した運動へとつながります。

※トレーニング化する行動は回数を増やせるもの
　が向いています！

歩行訓練につながる日課の例
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在宅支援に強いデイになる！
自宅での暮らしを継続する工夫

特集1

　提示された複数のリハビリ項目の中から、以下の
２つを選び実行しました。

　当デイでは、調理の動作に課題がある人を対象にしたリハビリを月２回行っています。個々の目標に合わせ
た訓練で、より効果的な動作の改善が期待できます。

ご家族からの情報収集　→　調理体験クラブで評価　→　目標立案　→　調理体験クラブで訓練

● 歩行の安定化、下肢のコントロール力改善
①仰向けになり両膝を立て、片足を45度の角度で
伸ばす。

②上げた足で自分の名前を空中に書く。

歩行の安定化、下肢のコントロール力を改善す
ることにより、姿勢の保持の維持・改善、動作
時の疲労を軽減できます。

下肢全体の筋力を増強し、下肢の支持性を高め
ることにより、段の昇降、またぎ動作、歩行の
改善だけではなく、手を伸ばして遠くの物を取
る際のバランス強化が期待できます。

● 下肢全体の筋力をつけ、下肢の支持性を改善
①イスやベッドに腰掛け、鍛える足とは反対の足
を前方に置いた台に乗せる。乗せていない足
を、少し後ろに引き下げる。

②体を前に倒し、台に乗せていない足に力を入れ
て立ち上がる。

〈目標を達成するための自宅でのリハビリ内容〉 〈外出リハビリ申し込み・計画書、実施後評価表〉

効果

効果

必ず今後の課題を
スタッフが記入

　
今後一人で買い物に
行くことを考えた場
合、福祉用具の検討が
必要なことが分かった

調理工程の一部を効果的に訓練 調理の動作に課題がある人

① ご家族からの情報収集
リハビリテーション会議にて、ご家族から「自宅で野菜の皮むき
や切る工程を行えるようになってほしい、また、家族が病気で味
が分からないため、味見をしてほしい」という希望を確認。

② 調理体験クラブで動作の評価
リハビリ職員・介護職員で、野菜を切るなどの包丁の動作、味
付け、器具の使用能力の評価を実施。

③ 短期目標の立案
動作能力には大きな課題がなかったため、「調理に慣れること」「野菜を切る、味見などの工程をまずは自宅
で週１回できるようになる」を短期目標とした（長期目標は毎日）。リハビリテーション会議で実施状況の共
有を行い、体験クラブで「野菜を切る」「味見をする」の２工程を訓練するとともに、積極的に行っていただ
けるように、自宅ではご家族から、デイではリハビリ職員から（調理動作の）参加への声かけを実施。

④ 自宅での変化
少しずつではあるが、味見や皿洗いを行えるようになってきた。

「参加前後の流れ（Aさんの場合）」

在宅生活に生かす
ための課題〈 〉

提供／鴻池荘サテライト蜻蛉通所リハビリテーション

感想はスタッフの聞
き取りではなく、ご
本人が記入

計画はご本人に
記入してもらう

「調理体験クラブ」での様子
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マネジャー　福本 美和
理学療法士　主任　嶋田 圭佑

責任者　手島 雄飛

理学療法士　センター長　大塚 雄作

管理者　時田 智史

管理者　松本 悟

作業療法士　主任　原田 由美

管理者　高居 松次

通所介護リハビリ総合責任者
理学療法士　長島 知紗

理学療法士　竹田 雅俊
デイサービスセンター長　中尾 浩之

代表取締役　渡邊 常夫

介護部門統括責任者・介護環境アドバイザー　
山下総司

介護事業所マネジャー　宮下 竜広

鴻池荘サテライト蜻蛉通所リハビリテー
ション（奈良県）は、在宅支援を強化した小
規模介護老人保健施設に併設しており、ご
利用者の主体性と個別性を大切にしたリハ
ビリテーションを提供しています。通所リハ
ビリ計画は、医師・看護師・介護職員・歯科
衛生士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚
士・管理栄養士の多職種で立案し、その人の
「できること」と価値観を大切にアプローチ
を続けています。

介護老人福祉施設加世田アルテンハイムの
併設型として、平成4年より事業を開始しま
した。12年前より夕食までのサービス提供
を実施。さらに平成21年からは、自己選択・
自己決定方式を特徴とする｢夢のみずうみ
村方式｣を導入。自ら選択したさまざまなメ
ニューに意欲的に参加することで「IADL」の
低下を防ぎ、環境面への多様な仕掛けや介
護方法を工夫することで、ご利用者が自発
的に活動する意欲を高めています。

ご利用者の在宅生活の継続、能力向上を目
標に、リハビリをご利用者の生活に活かし、
ご利用者・ご家族を支援できるようなリハビ
リとケアを提供しています。大規模で利用者
数も多く、サービス提供中は多くのご利用
者の中で自由に過ごせます。一方で、延長デ
イの時間帯には、スタッフとご利用者が密
接に過ごすことをサービスの念頭に置き、
サービスの提供を行っています。

福岡県太宰府市に平成24年２月にスタート
した、午前・午後２部制のデイサービス。機
能訓練と癒やしの時間をバランスよく提供
し、ご利用者に笑顔で利用していただくこと
を目標としています。午前・午後２部制のデ
イサービスに多い機能訓練特化型デイサー
ビスではなく、「器具に頼らず継続できるデ
イ」を目指しています。

慢性期医療を提供している病院に併設して
おり、専任で作業療法士２名、病院との兼務
で理学療法士４名・言語聴覚士１名が配置
され、医療・介護・リハビリの提供体制が充
実しています。訪問リハ・訪問診療・訪問看
護・居宅介護支援事業所が連携して、当院の
理念の一つである「社会の期待に答えて、愛
される病院に致します」のもと、あらゆるス
テージのご利用者に専門的見地からかかわ
り、在宅生活を支援しています。

介護度の重症化や認知症の進行があって
も、住み慣れた家や地域で安心して生活で
きるよう、小規模多機能の特長を活かし、
顔なじみの家庭的な雰囲気の中、通い・泊
まり・訪問を組み合わせて支援しています。
サービスの変更、訪問や迎送の時間なども
できる限りご要望に応じて対応し、退院後の
在宅復帰の際には、泊まりサービスを数日
間利用するなど、アセスメントをした上で、
ご家族にケアの助言も行っています。

例えば車イス介助が必要な方でも、歩ける
可能性のある方はご自分でトイレに行ける
ように訓練し、同時に自宅の環境を整えるな
ど、ご自身でできることを増やすことでご家
族の介護負担の軽減につなげ、自立した生
活に向けての支援をしています。また、ご本
人はもちろん、ご家族（介護者）の急な都合
や体調に合わせて宿泊サービスを提供する
など、通い・訪問・宿泊サービスを柔軟に組
み合わせて在宅生活を支援しています。

１日型の通所介護で、「最期まで主体的に生
きることを支援します」を理念に掲げ、さまざ
まな支援を実践しています。常勤専従の理
学療法士・作業療法士・言語聴覚士が中心と
なって個別に機能訓練を行い、医学的根拠
に基づき、効果的なリハビリテーションを提
供しています。自立を促すさまざまな仕掛け
によりご利用者の心を開き、徹底したQOL向
上のための取り組みを行っています。

在宅生活継続のために、常に最新の介護技
術の導入や理学療法士による個別リハビリ
メニューを展開しています。在宅とデイの最
大の違いはお風呂にあると考え機械浴は導
入せず、法人内のスポーツジムにて、個々の
必要性や希望に応じてマシンによるリハビ
リを提供。理学療法士考案の個別リハビリ
メニューで、負荷なく機能を維持・向上でき
るようにしています。

当事業所のキャッチフレーズは「心からの
おもてなし」です。「ご利用者の安全と健康」
「一日でも長く元気でいてほしい」という願
いを少しでも実現するために、定員を20名
に変更し、延長デイをアフタヌーンサービ
スとして提供しています。また、NPO法人も
運営しており、ボランティアの方の協力を得
て、フラダンスや笑いヨガなどの講座を提供
する認知症カフェを「オレンジサロン」と称
して毎月開催しています。

現在は本部での勤務と並行して、全国の契約
する事業所へ施設環境創り、利用者・職員の
自主性と潜在力を引き出す取り組みを行っ
ています。現場に入り、現場の方へ伝えること
を原則として実践できることを第一にしてい
ます。また経営者にとっても安心・安定した
運営ができるように実践から伝え、研修、講
演も年間約７０回を並行して実施していま
す。姉妹誌「認知症ケア最前線」に連載中。

平成22年9月に京都市伏見区に開設。当時は
昼間だけのサービス提供でしたが、平成25
年1月よりトワイライト型（夜間対応）のサー
ビスを開始しました。提供時間は17時～20時
15分。要介護者の独居や老老介護、夕食が大
変なことや一人でお風呂に入れないなどの
問題、独居で孤独感や不安感を抱えている高
齢者が少なくないという現状から、ご本人・ご
家族の不安感を少しでも解消することを目指
し、運営しています。

介護老人保健施設鴻池荘
サテライト蜻蛉  ［定員：45名］

夢のみずうみ村アルテンハイム
デイサービスセンター加世田  ［定員：35名］

医療法人社団友志会
デイ・リハビリテーションセンター
イルカゆかい  ［定員：184名］

デイサービスセンターゆずの木
［定員：10名］

医療法人渓仁会
定山渓病院デイケア  ［定員：20名］

愛敬株式会社
デイサービス愛敬  ［定員：20名］

社会福祉法人ひだまり小規模多機能居宅介護
ほっとひだまり

［定員：登録29名・通い18名］

米原市社会福祉協議会小規模多機能居宅介護
いをぎの家 

［定員：登録25名・通い12名］

デイホームいきいき舎常盤平
［定員：38名］

社会福祉法人祥水園
デイサービスセンター漣  ［定員：38名］

医療法人社団　緩和ケアクリニック・恵庭
小規模多機能型居宅介護・グループホーム
のりこハウス

いとうくん株式会社
ハートフル京都・羽束師
デイサービスセンター  ［定員：15名］


