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講座概要（日程・定員・受講料・対象者等）

お申込み方法・お支払い方法

在宅療養支援楓の風グループ
保健・医療・福祉サービス研究会

在宅療養支援楓の風グループ／保健・医療・福祉サービス研究会

http://rehabiliday.com/kaedenokaze-idd/

概要

対象者

お申込み方法

コース

第3期コース　【 平成30年1月22日(月) 開講 】

第4期コース　【 平成30年2月15日(木) 開講 】

第5期コース　【 平成30年4月23日(月) 開講 】

第6期コース　【 平成30年5月17日(木) 開講 】

第7期コース　【 平成30年7月23日(月) 開講 】

第8期コース　【 平成30年8月23日(木) 開講 】

第3期コース
【 平成30年1月22日(月) 開講 】

第4期コース
【 平成30年2月15日(木) 開講 】

第5期コース
【 平成30年4月23日(月) 開講 】

平成30年1月16日(火)

平成30年2月9日(金)

平成30年4月17日(火)

平成30年5月11日(金)

平成30年7月17日(火)

平成30年8月17日(金)

定員

※お早めにお申し込みください。

各コース10名

1/22(月) 1/23(火) 2/19(月) 2/20(火) 3/19(月) 3/20(火)

2/15(木) 2/16(金) 3/15(木) 3/16(金) 4/19(木) 4/20(金)

4/23(月) 4/24(火) 5/21(月) 5/22(火) 6/18(月) 6/19(火)

通所介護・通所リハビリの、

注意事項

以下の項目をご確認していただいた上で、本養成講座へのお申込みをお願いします。

お支払い方法
お申込み受付完了後、書面にて振込先等のご案内を送付いたします。

書面に記載の期日までにお支払いいただきますようお願いします。

以下のいずれかの方法でお申し込みいただけます。

ウェブサイトのフォームよりお申込み下さい。本パンフレット中面の申込書をご記入の上、
FAXにてお送り下さい。

※コンサルティング担当、介護フランチャイズ関連の方のご参加は

   ご遠慮いただいております。予めご了承下さい。

※修了証発行にあたり、「全講座出席」等の一定の基準を設けさせていただきます。

経営者／管理者・リーダー／理学療法士
作業療法士／機能訓練指導員／生活相談員

会場

共催

楓の風リハビリテーション颯 横浜青葉
及び　併設研修室

各コース全6回講座です。ご都合のよろしいコースへお申込みください。

修了証

全講座受講後、修了証を発行いたします。

受講料 申し込み期限

※全6回講座
※1名あたりの受講料です。
※二人目割引は終了しました。

18万円(税抜)

日程表（全6回）

Web

1．本講座を通じて得た知識、資料等をコンサルタントやフランチャイズでの二次利用を行いません。

２．本講座を通じて得た知識、資料等は、所属法人の通所施設のみで活用し、他へ流用しません。

３．実習施設にて得た利用者情報、職員情報は一切外部へ漏らしません。

４．本講座を通じて利用するクラウドシステムにおける情報の著作権は(株)楓の風が有します。

５．使用する教材の複製を一切行いません。

６．受講中は（株）楓の風のスーパーバイザーの指示に従います。

７．申し込み後のキャンセル料は開講６日前まで５０％、以後１００％であることに同意しました。

８．主催者側の都合により当日のカリキュラムが予告なく変更することに同意します。

９．お申し込み後に主催者の都合により参加をお断りすることがあります。その際異議は申し立てません。費用は全額返金されます。

042-788-0755
kaedenokaze-idd@kaedenokaze.com 担当：小室・渡辺・馬場

■在宅療養支援楓の風グループ 本部／平日 9時～17時

詳しくは楓の風リハビリテーション颯
スーパーバイザーまでお問い合わせ下さい

コース 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

第6期コース
【 平成30年5月17日(木) 開講 】

第7期コース
【 平成30年7月23日(月) 開講 】

第8期コース
【 平成30年8月23日(木) 開講 】

5/17(木) 5/18(金) 6/14(木) 6/15(金) 7/19(木) 7/20(金)

7/23(月) 7/24(火) 8/20(月) 8/21(火) 9/17(月) 9/18(火)

8/23(木) 8/24(金) 9/13(木) 9/14(金) 10/18(木) 10/19(金)

コース 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

田
園
都
市
線

田
奈
駅
方
面

140

青葉台整備
センター 東急バス（株）

青葉台営業所

楓の風リハビリテーション颯

横浜青葉

JR横浜線
十日市場駅
方面

下台西側

下台

【所在地】
横浜市青葉区しらとり台57-6
プリムローズM二番館1階

【交通アクセス】
田園都市線田奈駅
JR横浜線十日市場駅より徒歩10分
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KAEDENOKAZE 

IDD
自立支援型ケア
実践者開発・養成講座

KAEDENOKAZE 

IDD

通所介護･通所リハビリテーション
「活動」と「参加」を推進する

自立支援型
ケアリーダーを

します！
育成

通所介護と通所リハの
制度改正抜本対策

第3期－第8期

あの楓の風グループが長年取り組んだ自立支援のノウハウの集結！
共催
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9：00
16：00

時間

時間

10：30～

14：30

1-1

1-2

講座No 講座名

活動と参加、チームづくり、リーダーシップ
（目的と伝える技術の習得、制度理解）

受講者施設の実利用者に対し、活動と参加の促進を踏まえたアセスメントを行ってくる。

講座内容

３０年改正を機に、介護保険におけるビジョンはICFを志向する活動と参加の支
援と明確に定められた。通所介護及び通所リハビリにおいては特に、これまでの
お世話型、個別訓練依存型からの脱却が求められ、多職種連携により心身機
能の維持向上に留まらない、活動と参加の機能訓練を行うことが必須となった。
本講座では正しい制度理解を基に事業所運営のあるべき姿を理解し、通所ケ
アにおける活動と参加を支援する自立支援ケアが具体的に何であるかを学習、
受講者の事業所がその目的へと向かい、チームが一丸となって取り組めるよう
になるためのチーム運営とリーダーシップの在り方について講義する。

14：45～

16：15
1-3

チームを動機づけるための
課題共有ワークショップ

受講目的と意欲、意義を深めるために、出席者の事業所における現在の課題点
をあらかじめ整理し、PPTを用いて発表、スーパーバイザーや他の出席者の
フィードバックを受けながら課題そのものをブラッシュアップする。本ワークを通
じ、自施設の改革にむけて、同僚や部下たちへの訴求力を高める。

16：30～

18：00
1-4

活動と参加の自立支援ケア事例学習と
ディスカッション

有意味な計画書の手続きと記録が成果を生み出す自立支援ケアの実践事例を
用いて学習する。アセスメントから計画に結びつけるポイントなどをわかりやす
く解説し、翌日から行われる実践教育への思考の整理、意欲の増進を目指す。尚、
専用のクラウドシステムを活用しながら気づきなどをその場で共有することの
意義なども学習する。

活動と参加をビジョンする
制度理解とチームづくり

Syllabus通所介護･通所リハビリテーション「活動」と「参加」を推進する

自立支援型
ケアリーダーを

します！
育成

日程 1/22(月) 2/15(木) 4/23(月) 5/17(木) 7/23(月) 8/23(木)
10：30
18：00

コース 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 時間

時間

9：00～

10：30
2-1

講座No 講座名

制度理解（個別機能訓練加算等）
目指すべきアウトカムを理解

講座内容

加算で示される通所ケアに求められる自立支援ケアの在り方、取り組み方法等に
ついて、わかりやすく解説する。また、自立支援ケアを通じて目指すアウトカムを独自
のアウトカムスケール（颯スケール）を用いて具体的に学習する。また、アウトカムス
ケールの活用方法についても学習し、受講者の施設で実践利用する準備を行う。

10：45～

12：15
2-2 活動と参加につながるアセスメントの理解

活動と参加を促進する自立支援ケアにおいては、その訓練手法ではなく、訓練
を創り出す素となる有益なアセスメントが欠かせない。アセスメントと計画、訓
練内容の一致は必須であり、それぞれが監査対策だけのためにあってはならな
い。有益なアセスメントとは何であるかを基礎から理解し、演習に結びつける基
礎知識を学習する。

13：00～

16：00

2-3

2-4
アセスメント　演習

活動と参加の促進に結びつくアセスメントを、実際の事例を用いて演習形式に
て学習する。質問や興味関心のポイント、視点、姿勢等実践活用を前提として
技術を身に付ける。

通所ケアにおけるアウトカムの理解と
アセスメント及び面接技術の基礎

第1回、第2回受講後の宿題

日程 1/23(火) 2/16(金) 4/24(火) 5/18(金) 7/24(火) 8/24(金)

コース 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

お世話型から脱却し、地域包括ケアが目指す活動と参加の機能訓練実践者にパラダイムシフトを起こすための基礎を学ぶ。あるべきアセスメント、

援助技術の基礎からチームを自立支援ケアに向かわせるためのビジョンづくり、課題整理、戦略策定の基礎を学習し、活動と参加のアウトカムを理

解し、自施設において自立支援ケアを目的的に行えるようになる。尚、活動と参加のアウトカムスケール「颯スケール」を用いて実際の利用者へのア

プローチを試みるため、ケア全般において目的が何かを明確に理解し、実践できるようになるのも特徴。

基本報酬は引き下げられ、一方で自立支援への取組は加算で高い評価

を受けます。事業所として制度の期待に応えるためには自立支援に取

り組むことは必須。具体的には通所介護では「個別機能訓練加算ⅠⅡ」、

通所リハビリテーションでは「リハビリテーションマネジメント加算」

の算定要件に取り組むことで、減収を食い止め、モデルによっては増収

に結びつくことに寄与します。本講座はこれらに効果的な取り組みに

つながるノウハウを提供、学習できる場です。

老化は避けられませんが、日々の努力で
介護状態になることを予防できます。
いったん介護が必要になっても、本人が
望む限りリハビリを行うことで改善でき
ます。（略）そして、効果のある自立支援
の取組が報酬上評価される仕組みを確
立させます。

このように介護の世界はこれまでの「お世話型」から「自立支援型」へ一気に評価の動きへ進んでいます。そして取り組みだけではなく「成果」も求

められ、早ければ３０年改正から評価加算も付与されるようになります。

アウトカムスケールを用いてアウトカム評価測定を行ってくる。
※以上を受講者専用クラウドで共有し、スーパーバイザー及び参加者相互にリフレクション＆フィードバックを行う。

制度が目指す「自立支援型ケア」の実践ノウハウを全６回に集約！

利用者の｢活動」と「参加」を広げるアセスメント、モニタリング技術を指導！

｢自立支援型ケア」の機能訓練を計画策定から訓練手法、ホームワークプログラムまで指導！

3ヶ月で｢お世話型ケア｣から政府推進の｢自立支援型ケア｣の実践者へパラダイムシフト！

講座修了後、各方面から注目されている｢活動｣と｢参加｣のアウトカムスケールを導入可能！
※別途月額費用必要（事業所あたり数千円程度を予定）

第１回

第１回 第2回

第2回

第1回、第2回講座概要

制度は自立支援型ケアへの取組必須へ一気に加速！

基本報酬は削減、自立支援への取組は
加算で上乗せ評価！

チームが自立支援ケアへの取組で目的的に活性化します。自立支援を

行うことで成果やプロセスの共有を通じ、各専門職の専門性を活用し

て行うよう育成するため、専門職としてのアイデンティティの確立に結

びつきます。このようなスタッフ同士の相互補完関係により、高い専門

性を誇る、やる気に満ちたチームを形成、職員定着率の向上や、魅力あ

る職場へ有能な職員の採用促進などに貢献します。

チームが活性化！
スタッフの効力感向上で定着採用UP！

制度の期待に応え続け、報酬改正への不安を根本払拭する体制作り

自立支援型ケア 実践者開発
養 成講座

本講座の受講メリット

平成29年4月14日未来投資会議
における安倍総理大臣発言（抜粋）

自立支援に向けた介護サービス事業者
に対するインセンティブ付与のためのア
ウトカム等に応じた介護報酬のメリハリ
付け（中略）について、関係審議会等に
おいて具体的内容を検討し、2018年度
（平成30年度）介護報酬改定で対応す
る。

経済財政運営と改革の基本方針2017
（平成29年6月9日閣議会議決定）（抜粋）

介護：科学的介護の導入による「自立支援の促進」
（残された課題）
・介護予防や、要介護状態からの悪化を防止・改善させるための先進的な取組
みが一部に広まっているものの、国として目指すべき形として、自立支援等の効
果が科学的に裏付けられた介護を具体的に示すには至っておらず、また、要介護
度が改善すると報酬が減ることもあり、自立支援に向けたインセンティブの充実
度を求める声がある。
（主な取組み）
・次期介護報酬改定において、効果のある自立支援について評価を行う。

未来投資戦略2017（平成29年6月9日閣議決定）（抜粋）



10：30
18：00

時間

10：30
18：00

時間

9：00
16：00

時間

9：00
16：00

時間

時間

10：30～

14：30

3-1

3-2

講座No 講座名

アセスメントの発表とリフレクション

モニタリングを行ってくる（受講者施設様式）

講座内容

出席者の受講成果にもっとも結びつく本講義では、実際の受講者施設の利用
者に対してアセスメントを行ってくるため、受講前と後の成果が実感できる瞬間
となる。スーパーバイザーや他の受講者からのリフレクション＆フィードバックは
受講者の思考や視点を広げ、より善きアセスメント能力が磨き上げられる。ま
た、スーパーバイザーからの指摘は、受講者の施設スタッフがアセスメントを行
う際に、コーチングの在り方の参考になる。

14：45～

18：00

3-3

3-4

機能訓練加算Ⅱ、リハマネ加算における
機能訓練指導員の役割と視点、多職種連携

通所における自立支援ケアは多職種連携にて行う。その際の機能訓練指導員の
役割や視点、活動と参加レベルの目標設定、多職種とのかかわり方などを学習す
る。プラットホームでの個別訓練（マッサージ）依存利用者が、グループ訓練のなか
で個別的に対応する手法（目的別グループワーク）を制度的裏付けに基づきながら
自立支援ケアの機能訓練について学習する。

自立支援型アセスメントと
モニタリングの演習、能力向上ゼミナール

Syllabus

日程 2/19(月) 3/15(木) 5/21(月) 6/14(木) 8/20(月) 9/13(木)

コース 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

時間

9：00～

10：30
4-1

講座No 講座名

目的別グループワーク（GW）の作り方
（機能訓練加算Ⅱ等対応策）

講座内容

アセスメント実践を基盤とした、明日から取り組める活動と参加の機能訓練、目的
別グループワークの方法等を学習する。特に個別機能訓練加算Ⅱへの十分なる
対策となる。また、通所リハビリテーションでの3か月越えの集団リハビリ導入にも
効果があり、効率性、生産性の向上等に直結する重要なアプローチ方法である。

10：45～

12：15
4-2

目的別GW　演習
（機能訓練加算Ⅱ等の実践訓練）

実際に受講者施設で実践できるよう、演習形式にて目的別グループワークを自ら創
り出す訓練を行う。通所介護及び通所リハビリにて、機能訓練指導員がグループで
訓練をマネジメントできるようになる。また、本訓練は単なる集団体操ではなく、利
用者の目標達成のための要素を多職種でディスカッションした上で抽出し、その
達成に向かって各要素への対策をグループでアプローチする方法として学習す
る。機能訓練指導員の専業特化によるタコツボ化対策（多職種と連携せず、機能
訓練指導員だけが視野狭窄的に訓練を行う様）にも役立つ。

13：00～

14：30
4-3 モニタリングとPDCA、姿勢と方法

訓練の成果、目標や計画の確からしさは適切なPDCAサイクルとモニタリング技術
にある。またモニタリングを通じて利用者への動機付け等に結びつけるための手
法等を学習する。有益なモニタリングからより善き支援へと結びつく。またモニタリ
ング報告等を通じ、ケアマネジャーの理解や共感を得る方法も学習する。

14：45～

16：00
4-4 施設内の資源を活用した自立支援ケアの取組み

（デイサービスの実践事例）

施設内における様々な資源を活用し、利用者が活躍し、施設を活性化させる方法
について、実践事例より学習する。学習にあたっては動画や画像等の素材を多用
し、受講後に受講者が自施設にて伝えやすいよう配慮された構成となっている。

自立支援ケアの機能訓練の
在り方学習と社会資源の活用と応用

第3回、第4回受講後の宿題

日程 2/20(火) 3/16(金) 5/22(火) 6/15(金) 8/21(火) 9/14(金)

コース 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期

参加者が具体的なレベルアップを体感できるよう、実際の自施設利用者に対してアセスメントやモニタリングを行う課題を行ってくる。課題を

基に、講義内にてゼミ形式の反復学習を行い、リフレクションとフィードバックの積み重ねで実践力を高める。高められたアセスメント情報を基

に、機能訓練計画の策定からプログラムの考案も行い、プログラムありきの従前のケアから、アセスメントに基づいた適切な自立支援ケアの実

践を目指す。

目的別GWを実際に施設で取り組んで報告する。

施設内での自立支援の取組を企画し、実践してくる。（PPTにて報告）
※以上を受講者専用クラウドで共有し、スーパーバイザー及び参加者相互にリフレクション＆フィードバックを行う

第3回

第3回 第4回

第4回

第3回、第4回講座概要

時間

10：30～

14：30

5-1

5-2

講座No 講座名

目的別GW＆モニタリング、
自立支援の取組発表とリフレクション

講座内容

各自が実践してきた目的別GW・モニタリング・自立支援の取組発表を行う。スー
パーバイザーや他の受講者の指摘はより善き取り組みに直結する。また、気づきの
視点や変革の方法等の学習に結びつく。

14：45～

16：15
5-3

卒業へと導く地域との連携、
社会資源の開発と活用

通所施設内で完結してはならない。地域の様々な資源を活用し、いかに通所の利
用を最小限にし、最大限の効果を見出すか、利用回数制限のうわさもある中、この
思考こそが将来にわたり、制度改正の影響を最小限に留める秘訣となる。例えば
カラオケに興味関心がある利用者に、通所施設でわざわざ高コストを要して設備
を用意するのではなく、通えるカラオケスナックを見つけ出し、スナックの協力を得
ながらそこに通い続けられるように訓練や環境調整を施す。囲碁将棋等も然り。ど
のように資源を見つけ、活用するのかを各種事例を交えて学習する。

16：30～

18：00
5-4

自立支援チーム形成のための
リーダーシップ　

受講者だけが理解し努力しても、施設の同僚たちが同調してくれなければ改革は
進まない。特にお世話型がしみ込んだ習慣を切り替えるのは容易なことではな
い。本講座では自立支援ケアに喜びを見出せるよう、リーダーはメンバーにどのよう
に働きかけを行えばよいか、リーダーシップの在り方について学習する。

PDCA能力向上ゼミナール

Syllabus

日程 3/19(月) 4/19(木) 6/18(月) 7/19(木) 9/17(月) 10/18(木)

コース 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

時間

9：00～

10：30
6-1

講座No 講座名

改革に向けたチームの合意形成と計画策定

講座内容

改革にむけてのチームメイトとの合意形成手法や、改革に向けた計画策定等の在
り方について事例や理論を用いて講義する。

10：45～

14：30

6-2

6-3
サービス提供方針の策定と改革計画

スタッフたちが自立支援の行動に結びつけるために、事業所のサービス提供方針
の見直しは欠かせない。全受講者は、ワーク形式にて新たなサービス提供方針を
行うプロセスを学習し、受講者自施設でのサービス提供方針策定の手法を身に付
ける。

14：40～

16：00
6-4 最終講義　修了証授与

自立支援ケア実践者として最後に施設改革のフレームワークを実践事例とともに
学習する。学習で使用するフレームワークは受講者施設の改革ポイントの整理に
活用可能。学習後、最終フィードバックを行い、本講座修了証が授与される。

自立支援型通所ケア改革メソッド
日程 3/20(火) 4/20(金) 6/19(火) 7/20(金) 9/18(火) 10/19(金)

コース 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

アセスメント、モニタリング、計画策定、訓練プログラムの考案、アウトカム測定といった通所ケアに求められるPDCAを、より高度な自立支

援型へと発展を目指す。また、自施設のプログラムにおいて自立支援に結びつかない要素を洗い出すなど課題を整理し、改革計画につなが

る骨子立案を行う。

第5回

第5回 第6回

第6回

第5回、第6回講座概要



この講座が受講生を自立支援型ケアの実践者へ導いていく仕組みの凄さにとても感銘を受けました。受講する前の私は、身体機能の問題点や課題の

抽出を重視したボトムアップの評価を行っており、ご利用者様の暮らしぶりや生活のイメージ、もっと大きく言えば今までの人生やこれからの未来を描く

評価が出来ていませんでした。下肢筋力の低下や、不安定な歩容などの身体機能の評価も必要であり、これらの課題に対してのアプローチを行う事はも

ちろん必要な要素ではありますが、それ以上に本人様の尊厳や存在意義を汲み取る重要性を再認識する良い機会となりました。

また、アセスメントがしっかり出来ていないことにより、「活動」と「参加」を見据えた目標設定が行えておらず、今まで何を目的にリハビリを提供していたの

かと反省するばかりでした。ですが、アセスメントを繰り返していくと、ご利用者様がぽろっと口にする、ご本人のやりたい事につながるキーワードに気付け

るようになりました。「これが講座で言っていた事だ！」と小さな感動を覚えたことは今でも忘れられません。

また、アセスメントから設定された目標を利用者様が主体的にを達成するために、目的的なプログラムの実施の重要性も学ぶことができました。私の大好

きなバレーボールを例に挙げると、私はクラブチームの全国大会でベスト8（目標設定）を目標に日々練習に取り組んでいます。よって、ベスト8になるため

の練習は球技大会のような練習にはならず、より高度なスキルとテクニックの習得が必須です。スパイクをブロックに当ててブロックアウトを狙うグループ。

二段トスを相手コートに行かないようにトスの精度を上げるグループ（＝目標別アプローチ）。その為に、大腿四頭筋、ハムストリングスの強化を行い、ジャ

ンプ力を上げる。指立て伏せを行い指の力を強化しトスの精度を上げる（＝機能別アプローチ）。と、ややマニアックな例になってしまい分かりづらいかも

しれませんが、これらは自立支援型デイケアサービスだけに活かされることではなく、日頃の仕事やプライベート、バレーボールにも活きる素晴らしい方法

だと思います。物事を進める為にはこの考え方が基本になるのではないかと思います。

今後はケアマネジャーから、「500ｍ先の●●までT字杖を使って歩き、△△ができるようにしてほしい。」、「100ｍ先にあるスーパーに買い物に行き、大好

きな旦那様のために料理ができるようにしてほしい。」などといった「活動」と「参加」のオーダーが入ってくる施設を作り上げていきたいと思います。

受講者の声

IDDを受講後、私たちの施設は半年前には考えられなかったような、濃厚なデイサービスになっています。まだまだ発展途上ではありますが、機能訓練の

時間を設けられるようになりました。これまで実施が不可能だった業務内のカンファレンスも行えるようになりました。記録を入力してもらうことで、スタッ

フがご利用者様の状態に目を向けるようになり、職員間でのご利用者様についての情報共有も活発になってきています。これだけ業務改革が進められた

のは、今回の講座の賜物だと思います。感謝しています。

事前の宿題内容から、愚直に実施すれば、職場を改革しながら、約半年後には、自立支援型ケアを実践できている事業所に変われるようにカリキュラム

が組まれているのだなと感じました。代表が以前より「楓の風のようにやりたい」と話しており、そのノウハウを盗めるだけ盗んでいいという講座だったの

で、この胸をお借りして学び、現場にしっかり落とし込みながら実施していけば、半年後には何かいい方向でやっていけるようになるとも思っていました。

今回の講座は、まさに実践で学べることが本当に良かったと思っています。講座の中でのワークを施設に帰ってからスタッフ向けに行ってみたり、宿題で

作ったパワーポイントをスタッフに見てもらうことで意識改革につなげたり。毎回、ヒントがいっぱいで、スタッフに還元したくてたまらない内容ばかりでし

た。最後の宿題の新聞づくりは、自立支援型ケアとは何か、どんなことをするのかを自分の中に落とし込み、自分の言葉でアウトプットする機会になりまし

た。「これで、自信を持って人前で話せる」という感覚を持つこともできました。

その一方で、施設の中でそれを実践しようとするのではなく、家庭や社会の中で、ご利用者様が生きる方向へ導いていかないといけないという部分が、

非常に難しいと感じました。一人暮らしをされている方は、ある意味自由ですが、ご家族と暮らしている方は特に。来所されている高齢者の多くが認知症

で、ご家族は仕事をしている方が多く、「家にいてくれると困るから預けている」という発想です。これからの大きな課題だと思っています。

毎日がトライ＆エラーで変化させているので、週に２～３回しか出勤していないパートさんにとっては、毎日が別世界のような状況になっているかと思います。

でも、ご利用者様からは、「以前より活発でいい」というお墨付きをいただきました。誰のために、何のために働いているのか、そのために自分はどうあるべ

きか、何をすべきかをみんなで考え、意識を共有してみたいと思っています。どうやって意識を共有させていこうかと考えるようになったのも、今回学んだ

ことではないかと思います。

この講座を修了して、自分がしている仕事は、ご利用者様がなりたい自分になる、人として当たり前のことを応援できる仕事だと再認識することができま

した。いい仕事、職場に巡り合えたことを誇りに思います。

受講コース：第一期B様

毎回ヒントがいっぱいで、
スタッフに還元したくてたまらない内容ばかりでした。

利用者様の増加に伸び悩んでいる。
実践的なものを学びたい。等

参加目的
課題・改善したいこと

受講コース：第一期A様

ご利用者様がぽろっと口にする、
ご本人のやりたい事につながるキーワードに気付けるようになりました。

具体的な「参加」と「活動」の計画と実施が追いついていない。
全員の個別目標設定が設定しきれていない。等

参加目的
課題・改善したいこと

当社は小規模デイサービスを運営しており、2018年度の介護改定に危機感を持ち、この講座を受講しました。7月から11月まで5か月間、盛りだくさんの

プログラムを通じて、来春以降の当社の方針が明確になりました。

すべてのプログラムで先生方と共に、縁のあった仲間と10人で考え笑いあいながらの濃厚な時間から学びと刺激をたくさん頂きました。

講座ではアセスメントから計画を立て、「活動」と「参加」を実現させるための機能訓練や社会資源との連携、それらを試し本人とともにモニタリングし、

アウトカム評価を行う。講義で習い、宿題で実習し、それを先生方と受講生のみなさんで検討する。プレッシャーもありながら、毎回楽しみでした。受講生

の中には、通所介護計画の目標を達成したり、社会資源を発掘したりと、受講中の課題でめざましい効果を生み出す方 も々あり、本当に驚きました。

講座修了後、当社でも3人の生活相談員が全利用者に再アセスメントを行い、現在通所介護計画のブラッシュアップ中です。今後、自立支援型ケアを提

供する目的的なホスピタリティーマインド（活私利他）あるデイサービスとして、学んだことを実践していきます。

平成16年10月から小規模デイサービスを始め、今年で13年目を迎えました。

「お風呂に入れてほしいい」「食事をしっかりと食べてほしい」「自宅から出て、他者と交流してほしい」、この3点がご利用者様やご家族、ケアマネジャーか

らの希望でした。長くご利用されていると年齢とともに体に不具合が生じて意欲や活動量も減少し、介護度が上がり、入院・入所される方々も次第に増

えていきました。

このままでは、加齢に伴うADL、IADLの低下をただ見守るだけになってしまうことに危機感を覚え、利用者様に残りの人生を充実して送っていただくた

めに、デイサービスができることは何かをもう一度見直したいと考え、受講を決意しました。

7月から1月迄の5か月間。月2回の横浜研修。今まで全く取り組んでいなかった「機能訓練」。研修で学んだ「アセスメント」「多職種連携」の重要性を痛感

しました。

その人の生活歴。今まで過ごしてこられた人生をお聞きし、これからの生活をどのように過ごしていきたいかを「チーム」で考え、実行する。

この5か月の間に、今までとは比べられない程、ご利用者様と向き合い、お話しができて、気づかなかった面をたくさん知る事が出来たと思いました。

受講コース：第一期D様

今までとは比べられない程、ご利用者様と向き合い、
気づかなかった面をたくさん知る事が出来ました。

正しい制度理解の下、利用者の「活動」と「参加」を促す
自立支援ケアを行えるようになりたい。

参加目的
課題・改善したいこと

受講コース：第一期C様

講座修了後、3人の生活相談員が全利用者に
再アセスメントを行い、通所介護計画のブラッシュアップ中です。

正しい制度理解の下、利用者の「活動」と「参加」を促す
自立支援ケアを行えるようになりたい。

参加目的
課題・改善したいこと

「自立支援」、「活動」と「参加」というキーワードを知ったのは、昨年１１月福山市で開催された「第１５回日本通所ケア研究大会」において、講師の小室先生の

話を聞いた弊社社長が感銘を受けた事がきっかけでした。今までのデイサービスでの取り組みに自信満々だった私たちは、「今、なぜ変える必要があるの

か」と反発しました。そんな３月、社長からの勧めで、楓の風施設見学に参加することになりました。「デイサービス藤の台」で驚いたことは、それぞれの場

で生き生きと活躍されている利用者様の姿と、それにかかわるスタッフの姿でした。デイサービスが、どのようにかかわっていくのか…分かっていたつもり

でした！個別機能訓練Ⅰとは？個別機能訓練Ⅱとは？その訓練の内容は？実際を目の当たりにし、大きな衝撃を受けた事を思い出します。本当の個別機能

訓練Ⅰ・個別機能訓練Ⅱの必要性を感じ、施設見学から帰ってから早々に、少人数グループ訓練、目標設定等の個別機能訓練の真似事をしてみました。

当然うまく進みません。そんな時、講座の事を知り、藁にもすがる思いで受講する事になりました。デイサービスの改革を進めて行くというとても大きなプ

レッシャーと、わくわくする複雑な気持ちで受講しました。

まず、「自立支援」「活動と参加」とはどういう事か、デイサービスの役割は何かを改めて知ることになりました。毎回帰ってからは、自分が受けた講義を現

場のスタッフと共有しながら、自分の中に落とし込んでいきました。今までに出来ていなかったカンファレンスや、勉強会をするようにもなりました。

利用者様の事について、皆でしっかり向き合える、そんな時間がとても楽しく感じていきました。回を重ねていくうちに、スタッフの意識もどんどん変わり、

アセスメント、モニタリングにも時間をとれるようになり、利用者様の目標も私たちが一方的に定めた目標から、主体的な目標設定が行えるようになり、

段 と々変化が見えて来るようになりました。良い風が流れ出しました。スタッフで利用者の目標を共有する一覧を作り、目標を常に意識したことで、声掛け

の内容も必然と変わってきました。毎回の宿題はとても大変でしたが、宿題を通じて、その方の想いを自ら語ってもらうことに意味がある事を知り、薄いア

セスメントからは、具体性のある目標設定はできないのだということもよく分かりました。まだまだアセスメント力は十分ではありませんが、渡辺先生のよう

な視点を持ち関わって行きたいと思っています。

本日、とある利用者様のケアマネジャーから、「来月更新月ですが、ご本人が、元気になったのでもうデイに行かなくても大丈夫ですと言われています。８８

歳までに仕上げたい人形（陶器）を完成させたいそうで、身体も気持ちも元気になったそうです。」という利用中止の電話を受けました。

講座に参加するまでの私なら、恐らく喜びはしなかったでしょうが、今はこれが卒業なんだと、うれしく思えるようになりました。

まだまだ、スタート地点に立ったばかりですが、一歩一歩前に進んで行きます。

受講コース：第一期E様

講座に参加するまでの私なら、恐らく喜びはしなかったことが、
うれしく思えるようになりました。

個別機能訓練加算I・IIに取り組んでいるが、課題、段階的な目標
設定に苦戦。生活相談員としての仕事を機能させるため、学びたい。

参加目的
課題・改善したいこと

IDDにご参加いただいた皆様からの貴重なご意見をご紹介します。



用紙をご記入の上、
右記までFAXをお願いします。

在宅療養支援楓の風本部

FAX042-788-1400お申込み

自立支援型ケア 申込書実践者開発養成講座
KAEDENOKAZE Institute of  Day care center for senior Care PDCA Development

フリガ ナ

参 加者氏名

参 加者住 所

生年月日

所持資格 職 種

性 別年　　月　　日
昭和

平成

課題としていること、解決したいこと、その他ご要望

男

女

所属施 設 名

施設定員規模 算定 加算

申込みコース

電話番号
連 絡のつく
ご連 絡 先
※携帯電話など

第3期コース
【 平成30年1月22日(月) 開講 】

第4期コース
【 平成30年2月15日(木) 開講 】

第5期コース
【 平成30年4月23日(月) 開講 】

第6期コース
【 平成30年5月17日(木) 開講 】

第7期コース
【 平成30年7月23日(月) 開講 】

第8期コース
【 平成30年8月23日(木) 開講 】

申込 者 印

申込住 所

緊急 連 絡 先

電話番号 e - M a i l

ご担当者氏名 ご担当者
連 絡 先

※法人名

フリガ ナ

東急田園都市線 青葉台駅からお越しの場合 JR横浜線 十日市場駅からお越しの場合

会場のご案内

青葉台営業所バス停より 徒歩6分

■楓の風リハビリテーション颯 横浜青葉周辺

東急バス
青葉台
営業所

ローソン

下台下台西側

青葉台
営業所

稲荷前

青葉台
整備センター

P

140

18

稲荷前バス停より 徒歩2分

楓の風リハビリテーション颯

横浜青葉

会 場

所 在 地

楓の風リハビリテーション颯 横浜青葉

〒227-0054
神奈川県横浜市青葉区しらとり台57-6 
プリムローズM二番館1階

■青葉台駅周辺●青葉台駅よりバスをご利用下さい。

青葉台駅(発) → 青葉台営業所(下
車) 所有時間：約5分（4つ目の停留所）

さつきが丘・山谷みどり台経由
中山駅北口（行）

青葉台駅

バスロータリー

東急田園都市線

東急スクエア

North-4

North-3

North-2
North-1

7

7

8

9

バス乗り場 7 8 9

若葉台中央（行）8

行き先

※郵便局経由でも停車いたします。

三保中央（行） 若葉台中央（行）9 9
※保育園前経由、地区公園経由でも
   停車いたします。

※8時30分、42分の急行は停車いたしませんのでご注意下さい。

十日市場駅

十日市場駅前

南口

1

バスロータリー

76

2 3 4

5

18

■十日市場駅周辺●十日市場駅よりバスをご利用下さい

十日市場駅(発) → 青葉台営業所(下
車) 所有時間：約2分（1つ目の停留所）

十日市場駅(発) → 稲荷前(下車)
所有時間：約3分（2つ目の停留所）

バス乗り場 6

バス乗り場 7

稲荷前経由
奈良北団地折返場（行）7

平日

7 12  32

9 05 

8 00  32

10 05

時刻表

JR横浜線

青葉台駅（行）6
稲荷前経由
奈良北団地折返場（行）7

行き先

交通アクセス

お申込み方法・お問い合わせ

http://rehabiliday.com/kaedenokaze-idd/

お申込み方法 以下のいずれかの方法でお申し込みいただけます。 お問い合わせ

ウェブサイトのフォームよりお申込み下さい。

本パンフレット右ページの申込書をご記入の上、
FAXにてお送り下さい。

Web 042-788-0755
kaedenokaze-idd@kaedenokaze.com 担当：小室・渡辺・馬場

■在宅療養支援楓の風グループ 本部／平日 9時～17時

お電話、メールにて楓の風リハビリテーション颯
スーパーバイザーまでお問い合わせ下さい

注意事項

以下の項目をご確認していただいた上で、本養成講座へのお申込みをお願いします。

1．本講座を通じて得た知識、資料等をコンサルタントやフランチャイズでの二次利用を行いません。

２．本講座を通じて得た知識、資料等は、所属法人の通所施設のみで活用し、他へ流用しません。

３．実習施設にて得た利用者情報、職員情報は一切外部へ漏らしません。

４．本講座を通じて利用するクラウドシステムにおける情報の著作権は(株)楓の風が有します。

５．使用する教材の複製を一切行いません。

６．受講中は（株）楓の風のスーパーバイザーの指示に従います。

７．申し込み後のキャンセル料は開講６日前まで５０％、以後１００％であることに同意しました。

８．主催者側の都合により当日のカリキュラムが予告なく変更することに同意します。

９．お申し込み後に主催者の都合により参加をお断りすることがあります。

その際異議は申し立てません。費用は全額返金されます。

点
線
に
沿
っ
て
切
っ
て
く
だ
さ
い

〒

〒



楓の風グループ概要

在宅医療・介護業界における事業運営システムの追求と良質な人材の創出により、

良質な医療・介護サービスを創造し、高齢化社会への具体的貢献を目指す。

事業理念 東京都町田市成瀬が丘2-2-2 ワタヤビル3F

Tel:042‐788-0755   Fax:042-788-1400

http://www.kaedenokaze.com

本 部

平成13年8月設 立

17,580万円資 本 金在宅療養支援診療所

訪問看護事業

訪問介護事業

通所介護事業

居宅介護支援事業所

事業内容

特定非営利活動法人 楓の風

医療法人社団 楓の風

株式会社サンメディカル

株式会社 楓の風

有限会社 マザーリーフ

グループ
法 人

メモ欄としてご使用下さい

IDD
IDD
IDD
IDD

IDD

IDD
IDD

IDD
IDD

IDD
IDD

IDD
IDD

IDD
IDD

IDD
IDD

IDD
IDD

IDD
IDD

IDD
IDD

IDD
IDD
IDD
IDD
IDD
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