
（取り組んだ課題・はじめに） 

コロナ禍の中、職員は感染予防対策で多忙になった

一方、利用者様の活動が減ってしまった。利用者様と関

わる時間が減り、利用者様の活動量が減ることで、認知

症の進行や身体的機能低下が感じられた。そこで、役割

を担っていただき、グループホームならではの共同作

業の中での生活を実現できるよう、毎回同じ活動を促

すことで利用者様の活動量を増やしながら、職員の業

務負担の軽減が図れないか考えた。また、日ごろ、一部

の方に活動が偏ってしまっており介護度の高い方の活

動が少ないことにも注目し、今回のテーマを選定した。 

（倫理的配慮） 

取り組み内容をご家族にお伝えしている。 

（具体的な取り組み） 

全ての利用者様に役割を担ってもらい、活動量を増や

すとともに、自信を持っていただき、より活気ある生活

を送っていただく。 

①利用者様 1 人 1 人に適した役割を役割表にまとめ可

視化し、積極的にお願いしていく。 

②ポイントケアの入力先を役割表に明記し、明確にす

る。入力条件を、活動をする意思が見られた時とする。 

③誰が依頼するかは、役割表に明記し、働きかけ方は、

お願いする時のルールを作り共有する。

（活動の成果と評価）

 活動後の平均活動参加率は 90％と目標達成すること

ができた。活動参加率の低かった要介護 3 の利用者様

の参加率も 74％と高くなった。全ての利用者様に役割

を担っていただくことは、役割表を作成し、依頼するこ

とで 100％を達成することができた。利用者様の様子は、

自主的に役割を行うようになった方がいる。他の活動

も積極的にやってくれるようになった。感謝の言葉に

とても嬉しそうな表情をされる。イキイキしているよ

うに感じる。職員の反応は、どの方に頼もうかと悩むこ

とが減った。介護度の高い方にも、お願いするようにな

った。感謝をもっときちんと伝えようと思った。業務の

負担が減った。との感想があった。 

（今後の課題・考察・まとめ） 

 適さない役割は申し送りで話し合い改善することと

し、業務の標準化はケアプランに反映することとした。

また、ポイントケアの入力漏れがあった為管理の定着

はグループホーム会議で定期的に話し合うことにした。 

全職員の協力により、活動をスムーズに実施すること

ができた。今後は活動が継続できるよう定期的な話し

合いを続けていきたい。また、今後の課題として、新規

入所者様が、入居された際にも、できる限り早く役割を

一緒に探せるよう、職員のアセスメント力と、積極性の

向上を図っていきたい。 

（参考・文献など） 

特になし。 

全ての利用者様が役割を担い、いきいき暮らす

◆キーワード
認知症になってもできることはたくさんあります 1 利用者様の役割

2 自主性

3 利用者様主体
ふ り が な   みのわ 

種別・施設名 グループホーム グレイスフル箕輪 （長野県・箕輪町） 

ふ り が な すわ  まさとし 

職種・発表者：諏訪 雅寿 共同研究者：山
やま

﨑
ざき

 渚
なぎさ

社会福祉法人 サン・ビジョン グレイスフル箕輪 

（事業所に関する情報記入欄）2ユニット 18名の事業所、

設立は 2001 年に 1 ユニットで設立。2005 年に 1 ユニッ

ト増設している。
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（取り組んだ課題・はじめに） 

令和２年４月よりコロナウイルスによる緊急事態宣

言を受け当ホームも面会休止。利用者へは家族と会え

ないことによる不安の増大。家族にとっては職員との

コミュニケーション不足・生活の様子が見えない事か

らの不透明感、職員にとっては家族の目が届かない中

での援助という緊張感・やりがいの低下の不安要素が

ありこの課題を解決する為に取り組みを実施。

（倫理的配慮） 

取り組みを実施するに当たり利用者の写真の活用を

しておりますが家族には説明を行い了承得ております。 

（具体的な取り組み） 

利用者の不安解消として家族として何らかのコミュニ

ケーションをとらせて頂く手段としてタブレッドの導

入。お顔を見ながらお話をして頂く。次に窓越し面会。

ホームの中に入って頂く訳にはいかないので玄関の扉

を閉めた状態でお会いして頂く。窓越し面会が家族の

利用率が高かった。ブログの活用。以前までは配信頻度

が少なかった。一度ブログの目的を振り返りる。元気な

様子や姿を見て貰うことが目的・サービス内容を見て

貰うことも目的・それとともに外部への区報になると

考えた。再認識し家族・職員の不安要素を解消する為に

毎日ブログ配信しその結果を報告する。

（活動の成果と評価） 

 ・ご家族へ呼びかけをし、９割のご家族様が見て下さ

った。「毎日楽しみにしています」「親戚も元気な姿が見

れて喜んでます」とお声を頂くようになった。 

・待機者確保と施設見学に活用。見学希望のご家族様へ

ブログを案内し日々の様子を見て頂けた。待機者確保

にもつながった。 

・職員の意欲にも繋がる。家族からの感想と待機者確保

へと繋がったことがやりがいへと変化。外部に向けて

の配信で私達の姿・ケアに対する姿勢を自ら振り返る

ことができた。ブログの画像を通して、私達のサービス

内容が客観的に見る事ができ、良くも悪くも私達を写

すものであることが分かった。 

（今後の課題・考察・まとめ） 
 取り組みを行い、利用者は閉じこもるどころか、今の方が

活き活きと過ごされていると感じる。家族からは喜ばれ職員

はやりがいにと変化。これもブログとは何か？を一旦振り返

ったことがプラスに転じる源となったと考察。コロナ禍であ

ろうとなかろうとブログは発信しないといけないもの。私達

に欠けていたものは目的を十分理解していなかった。何ごと

にも目的・意味があることを再認識。「コロナだから○○でき

ない」ではなく「コロナでもこうすれば○○ができる」とい

うポジティブ発想が今後の局面に於いて大事であると学んだ。 

（参考・文献など） 

無し 

ブログの活用！サービスの透明性を目指して 
◆キーワード

1

2

3
ふ り が な こうじゅあん 

種別・施設名 グループホーム香寿庵 （大阪府・東大阪市） 

ふ り が な み ず し ま こ こ ろ ／ ま え だ た ま き  

職種・発表者：水島 心 共同研究者：前田 珠希 

（今回の発表の施設またはサービスの概況記入欄） 

（事業所に関する情報記入欄）１ユニット９名の事業所、

設立は平成１４年 平均介護度 1.7 認知度Ⅱa 障害自

立度 A1 
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（取り組んだ課題・はじめに） 

当法人では利用者様の何気ない声を「つぶやき」と称

し、そのつぶやきを吸い上げ利用者様の希望やケアの

改善、業務の改善を行う事を実施している。しかし、つ

ぶやきの件数が少なくなってきているのが現状であっ

た。少ないながらも利用者様のつぶやきの中には新型

コロナウイルスの影響で利用者様がなかなか家族に会

えず寂しい気持ちを持っている事、買い物や外出レク

などで外に出ることができなくなり、不安な気持ちや

帰宅願望が強くなっている事が挙げられた。そんな利

用者様の気持ちに寄り添うためにつぶやきを一つでも

多く挙げてもらう取り組みをテーマとして取り上げた

（倫理的配慮） 

発表にあたりご家族から了承を得ている。 

（具体的な取り組み） 

過去一年を振り返ると一つも挙げられていない月が

ある。また、挙げられていても特定の職員が挙げている

のみであった。そこで目標として特定の人がいくつも

挙げていたりするのではなく、まずは毎月一人一つ以

上を挙げてもらう事を目標にした。次に職員アンケー

トを取りつぶやきが挙がりにくい理由を探った。①つ

ぶやきを聞き取っても、後になって記録しようとして

忘れてしまう、②何がつぶやきかわからない、③意思疎

通が難しい方のつぶやきを聞き取るのは難しい。など

がわかった。そこで対策として以下の様に対策を考え

ました。

❶何をつぶやきに挙げていいかわからない、慣れて

いない EPA職員には個別に説明し、挙げてもらう。

❷フロア会議での発信。個別に職員に声かけをする。

❸つぶやきをあとからパソコンに入力ではなく、そ

の場で端末で入力する。としました。

（活動の成果と評価） 

 対策実施期間の 2月と 3月は、つぶやきの件数が 7件

と 8 件となった。それでも全員のつぶやきはあげられ

なかった。パソコンでの入力に慣れていて、端末での入

力に慣れていない為記録として残っていない事があっ

た。数には上がっていないが、実際利用者様のつぶやき

に応じて対応していた。 

（今後の課題・考察・まとめ） 

 １００％の達成は出来なかったが、数にこだわると

いうよりは、内容を重要とし、対応できる部分を探して

いく。つぶやきをあげることが習慣化していないため、

何か工夫できないか検討する。つぶやきを挙げてもら

うよう声かけし、数を増やすことができたが、業務に忙

しい部分で挙げる職員が少なかった。つぶやきの数を

挙げる職員は少なかったが、数少ない中で利用者様の

気持ちを見つけることができた。 

（参考・文献など） 

利用者様のつぶやきに耳を傾けよう。 
◆キーワード

コロナ禍だからこそできることを。1 業務改善

2 利用者様の声

3 新しいツールの活用
ふ り が な しおじり 

種別・施設名 社会福祉法人サン・ビジョン グレイスフル塩尻 長野県・塩尻市 

ふ り が な  しみず  ともこ 

職種・発表者：清水 智子 共同研究者：寺沢 彩華 

認知症対応型共同生活介護にて、2ユニット 18名の利

用者様が生活しておられます。 

当施設は長野県塩尻市の駅前にあり、グループホームの

他にデイサービスセンター、小規模多機能、特別養護老

人ホーム、こども園が併設した複合施設である。 

第22回日本認知症グループホーム全国大会　協賛企業・団体広告



（取り組んだ課題・はじめに） 

当ホームは平成 21 年 2 月に開設し、平成 31 年 4 月

に共用型認知症対応型通所介護、通称『共用デイ』を八

王子市で初めて開設しサービスを開始しました。共用

デイの目的は入居待機の方や今後入居を考えている方

に対し、デイサービスを利用してもらう事によりリロ

ケーションダメージを減らし、スムーズに入居に繋げ

る事が挙げられます。また認知症対応型の為、認知症に

よって、日中在宅での生活が難しくなっている方の受

け入れを行う事により、安定した食事摂取や入浴によ

る清潔の保持、日中の活動性の向上が挙げられます。初

めての取り組みに対して、行政とのやり取りや職員へ

の理解を深めた事、利用者様と入居者様の関係性につ

いて報告します。

（倫理的配慮） 

今回の発表にあたり入居者様、利用者様、家族様には

事例内容を説明し、同意を得ています。 

（具体的な取り組み） 

① 施設見学を行い、実施状況の確認

② 八王子市役所との打ち合わせ、法整備

③ 職員へのヒアリング、事業所の受け入れ態勢の準

備

④ 待機者様へのアナウンスや居宅介護事業所への

説明と営業活動

⑤ 利用者様の確保、選定

（活動の成果と評価） 

 入居を待機されている方や在宅での生活に支障をき

たされている方への受け皿として共用型認知症対応型

通所介護を開設するにあたり、職員には開設に向けて

のヒアリング等で意見交換の場を設け、周知してきま

した。実際、受け入れを始めてみて懸念材料であった共

用デイ利用者様と入居者様の関係性や、利用者様に帰

宅願望があった際に入居者様が混乱されてしまうので

は？と思っていましたが、帰宅願望もほぼ出現するこ

ともなく、皆様仲良くお元気に過ごされています。また、

共用デイの受け入れを行う事により業務量が増加し、

職員の負担が増えてしまうのではと懸念していました

が、利用者様と入居者様、職員の関係性を作り上げ、残

存機能を活かした取り組みを行うことにより業務負担

が軽減されました。 

（今後の課題・考察・まとめ） 

八王子市では共用デイを開設している事業所が無く、

前例がないため地域のケアマネージャーに周知活動を

行うことから始めなければならず、利用者様を確保す

る事が難しい状況です。二つ目にデイ利用から入居に

繋がったケースがまだ一例しかなく、空床を待ってい

ただかなければならない事。三つ目は、グループホーム

内の限られたスペースでの運営のため、横になって休

みたいとおっしゃられた際に、休んでいただく為のベ

ッドがなく、三人掛けのソファで休んでいただいてい

るのが現状です。そして最後に、現在１ユニットのみ共

用デイを開設していますが、稼働ユニットを増やす事

で送迎者の確保等が必要になってきます。 

まだまだ共用デイの認知度が低く、同じ介護業界でも

あまり知られていない為、今後も色々な所で営業活動

や啓蒙活動に取り組んでいき、グループホームが運営

をする家庭的な空間を提供するデイサービスの良さや、

デイサービス利用からそのまま入居できる事で、利用

者様本人の不安を軽減し、安心した生活に繋がる事を

広めていきたいです。 

（参考・文献など） 

なし 

共用型デイサービス～ゼロからの取り組み～ 
◆キーワード

1 地域ニーズに応える

2 在宅生活の継続

3 残存機能の活用
にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご ぐるーぷほーむじゅげむ 

認知症対応型共同生活介護・グループホーム寿限無 （東京都・八王子市） 

とがわ りょう 

職種・発表者：介護福祉士 戸川 亮 共同研究者： 

医療法人社団 永生会 グループホーム寿限無 

めじろ台地区の中心に位置した丘の中腹にあり、2ユニッ

ト 18名の入居者様が生活されています。近くに病院・ク

リニックなどがあり医療連携が充実しています
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（取り組んだ課題・はじめに） 

ホーム運営の目標である「介護される側する側の関

係を乗り越えて、いっしょに暮らす」に向けて取り組ん

できた自分たちのケア実践を記録し、「お便り」として

入居者やその家族に伝えるとともに、ホームの応援者

やボランティア、同業者、行政にも伝えていくことは、

ホームの重要な役割として取り組み、継続してきた。

（倫理的配慮）

ホーム便り「みょうがだより」は、公開に当たって事

前に本人やご家族の同意をいただいている。また今回

の発表に当たって、個人情報は最低限にすることに心

がけた。 

（具体的な取り組み） 

2003 年 6 月にグループホームを開設したが、3 か月目

に入った 8月に、全常勤スタッフ参加の会議で、ホーム

長がホーム便りの発行を提案し承認されて実行に移さ

れた。創刊に当たって、地元ローカル新聞の編集長のア

ドバイスとして頂いた以下の点を踏まえてスタートし

た。①一人で何もかもやると 3号で息が切れるから、長

続きするためには、新聞記者のようにみんなで分担制

にすること。②編集長も持ち回りで主なテーマに沿っ

て割り付けて、記事は各スタッフに割り当て、割り振ら

れた枠内に収まるように各自がまとめて手書きする事。

③最も大事なことは、便りで伝えたいことがあること。

記事にして伝えたい事実があること。④記事を仕上げ

る期限もしっかり決める事。

そして創刊号は出来上がった。A4四ページ（A3二つ

折り）を７人で埋めた。内容は、巻頭の言葉、前月の出

来事、入居者さん一人一人の前一か月の暮らしぶり紹

介、職員の紹介、トピック、次月の予定、お笑いコーナ

ー、ホーム長まとめコーナー、写真は少しで、と原型が

できた。その後は、大きなイベントがあると特集を組み、

100 号 200 号の記念号は読者の言葉も寄せてもらって

豪華なものとなった。 

最も大事な伝えたいこと…管理は最小限にし、入居

者の自由意志を尊重して出た希望を即実行に移す。こ

れは即記事になる。スタッフの自由意志も同様にして

いると、入居者さんと一緒に楽しみたいことなども

次々提案してくるので実行に移すと、記事にしたい個

性の発見や驚きや笑いが絶えまなく出てくる。こうな

ると紙面が足りなくなる、A3 二つ折り 1 枚から 2 枚、

3枚（12ページ）と増えて、発行部数も今では 150部と

なっている。また、グループホームにおける認知症ケア

の実践から見えた真髄を記事にして、多くの人に伝え

ることに力を注ぐようになった。 

（活動の成果と評価） 

 介護職員の変化…書くことが楽しくなったと言いま

す。また、記事の視点が変わりました。当初の先生のよ

うな上から目線から、一人をしっかり見つめた記事に

なっていきます。イベントも同様に漠然と全体を見る

のでなく、個人を見るようになります。 

ケアの変化…記事を書く視点は、個別ケアの視点そ

のものです。問題行動よりも、魅力や人間性などポジテ

ィブ視点に変わり、それはケア時に温かいものとして

本人に伝わっていきます。 

 家族は、やむなくホームに預けた自分の親が、どのよ

うに過ごしているかがわかり、母が出てくるすべての

記事をスクラップブックに入居間の 11年分をまとめて

いた娘さんがありました。 

 読者からは、認知症ケアのバイブルとして綴じ込み

している、手作り感がいい。若手男性職員の「目からう

ろこの介護コーナー」が新鮮でいいと好評を得ている。 

（今後の課題・考察・まとめ） 

ホーム便り作りに入居者の参加は欠かせない。製

本、封入などの他、記事執筆や編集に参加していただく

などが課題 この便りには、お年寄りが人として、自由

に元気に笑って楽しく、苦悩や不遇を忘れて人生最期

を生き抜いた証が残されている。 

“ホーム便り”手作りで１８年間２１７号発行 
◆キーワード

人間として人生最期を生き抜く姿、共に生きた姿を記録し伝える 1 一緒に暮す

2 伝える

3 遺す××××××
ふ り が な ぐるーぷほーむ いっしょにくらそう 

種別・施設名 グループホーム「いっしょに暮らそう」 （静岡県富士宮市） 

ふ り が な ほーむちょう いなば おさむ 

職種・発表者：ホーム長 稲葉 修 共同研究者：なし 

（今回の発表の施設またはサービスの概況記入欄）介

護される側する側の関係を乗り越えて「いっしょに暮

らす」ホーム作りを理念に 18 年経過 理想の姿とま

では行かないが、ホーム長自身の母が平和に暮らす時

空が出来上がっている。 

（事業所に関する情報記入欄）2003 年 6 月 1 日グル

ープホーム 1ユニット 開設 19年目 

有限会社環彩甘木・朝倉支店
〒838-0062　福岡県朝倉市堤1555-1　TEL︓0946-23-8068
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（取り組んだ課題・はじめに） 

高齢者社会を迎え、“住み慣れた地域で、自宅で、自

分らしく、安心・安全・快適に人生を全うしたい”と願

う高齢者ニーズに応えるべく、私たちは 2015年エプソ

ン社の協力を得て、最先端センサー技術を搭載した

「ICT 高齢者生活見守り支援アプリ」を開発すると共に、

介護福祉分野に於ける ICT の有用性に関する報告を

2016年 GH協会関東甲信越ブロック大会で発表した。

又、その後も東芝メディカル、TDK、アイオーフィッ

ト社のウェアラブルを活用したアプリ開発を行うと共

に、心拍数・加速度・皮膚温センサー等が搭載されたウ

ェアラブルの性能評価、実証実験を行った。

そして今回、『サチュレーション（SpO2）』センサーを

搭載した「Apple Watch」を活用したアプリ開発すると

共に実用化に向けた実証実験を行ったので報告する。 

（倫理的配慮） 

本アプリはプライバシー保護の観点から監視カメラ

的な仕様機能はない。 

（具体的な取り組み） 

1.アプリ開発

「Apple Watch」と「iPhone」、又は「iPad」を活用

した高齢者生活見守り支援アプリ開発。機能面では

Apple Watch センサーが発信する SOS シグナル（心拍

数、加速度、SpO2）を検知・受信する他、iPhone、iPad

による 3 者間ＴＶ電話、GPS 機能、携帯通話等が可能で

ある。 

2.実証実験

①日中帯（8：00～18：00）は人的見守り、充電に充

て外出時に Apple Watch のみ装着。

※Apple Watch による通話、GPS機能で見守り支援

②夜間帯（18：30～翌 8：00）夕飯後から翌日朝食時

まで Apple Watch を装着。

③心拍数、加速度、SpO2データーの信頼性、

④ベルト装着時の皮膚トラブル（剥離等）

⑤バッテリーの持続性と充電時間

⑥入浴時等の運用全般（防水・防湯）等

（活動の成果と評価） 

(1)センサー測定値の信頼性

①個体差はあるが、少しの運動でも心拍数は上昇す

る為、閾値は 70～120 程度が望ましい。

②緩やかな転倒検知は難しい。

③サチュレーション（SpO2）は、ベルト装着時の圧迫

により変動する為、医療用データーとしての活用

は出来ないが、見守り支援に視点から閾値 85％設

定が望ましい。

(2)運用面

①外出時にウェアラブルを「時計だから」と言って装

着してもらい、GPS 機能と通話機能で本人の外出先

（場所）の特定や通話による確認が容易になった。 

②緊急時の 3者 TV 通話（画像）が出来るので、ご家

族を始め、医師・看護師等に対しての状況説明がし

易く、迅速対応が執れる。

③夜間巡回時に居室訪問回数の低減に繋がり、睡眠

妨げ減少に繋がった。

④心拍数とサチュレーション SOS シグナルが得られ

る為、看取りケア（心肺停止）に利用可能。

⑤SOS シグナルに対する確認は iPhone による TV 電

話確認と Apple Watch による通話確認が可能。

（今後の課題・考察・まとめ） 

①心拍数・加速度・SpO2 センサー性能・信頼性は装

着するベルト圧迫の強弱に左右される為、介護福

祉分野に於ける高齢者生活の見守り支援と割り切

った考え方で活用するのが望ましい。

②Apple Watch と同等の機能を有する安価な日本製

が発売されることを要望したい。

③年金受給者である前期高齢者（65 歳）以上の方々

を対象とした低料金通話料（月額 1,000円以下）設

定に期待したい。

④自宅療養中のコロナ感染者の見守りや訪問診療・

訪問看護への応用が可能と思われる。

（参考文献） 

なし 

ICT高齢者生活見守り支援アプリ 第 2報 
◆キーワード

Apple Watch、iPhone 活用で安全・安心・快適な高齢者生活を 1 日常生活支援

2 見守り支援

3 看取り支援
かぞく こくぶんじ 

認知症対応型共同生活介護・グループホームこもれび家族・国分寺 東京都・国分寺市 

さとう ひでき 

職種・発表者：新規事業部 佐藤 秀樹 共同研究者：門屋宏明、金子有希、佐藤弘 

ウェアラブル（Apple Watch）とスマホ（iPhone）を活

用した「ICT高齢者生活見守り支援アプリ（SEVEY）開

発と実用化に向けた取組み

2011年 10月 2ユニット 18名で開設。大きな特徴は「生

活保護受給者の 100%入居可能な利用料金」の実現と利用

者様の視点に立った自立支援による「このホームで暮ら

せて幸せ」と思っていただけるようなホーム運営 
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（取り組んだ課題・はじめに） 

グループホームせせらぎは、熊本県の農村地帯にあ

り景色も自慢の一つである。しかし、牧歌的でも県内

は他の都道府県と同様、もしくは九州でも特に、幾度

も蔓延防止措置の適応となり、近隣の法人でもクラス

ター感染が生じた。九州を横断する高速道路が通り、

空港からも近く、郊外型の大型商業施設も複数ある上

益城郡の利便性も、このような状況では不利であっ

た。繰り返されるコロナ感染の報道にホーム内でも、

「もう環境整備しかない」と職員も一時意気消沈した

が、人材育成や職員のストレスマネジメントの需要は

高まる一方だった。そこで、コロナ禍でも可能な人材

育成や自然観察を生かしたストレスマネジメントを行

なったことで離職を防止できたので、今回、人材育成

分野のニューノーマル（新常態）を考察する。

（倫理的配慮）

研修に参加した職員と情報を共有し、個人が特定さ

れないように配慮した上で、発表に対し、許可を得

た。 

（具体的な取り組み） 

2020年度新型コロナ感染拡大を受けて、3月から

は、集合研修を自粛し、主に回覧研修を行ってきた。

法人内でもズームなどのオンラインセミナーに学び、

法人内の会議や研修等に生かせるように各事業所の設

備環境を確認し、使用方法を学んできた。 

2020年度後半からは、熊本県の認知症実践者研修等

も全てオンライン研修に移行し、グループホーム等の

地域研修のオンライン化も先駆的に進めてきた。 

2021年度 4月より、毎週 10名程度の研修を 4週にわ

たり、集合研修で開催。換気をよくした室内や午後、

野外研修とし、自然観察など、ストレスマネジメント

を意識した研修とした。 

（活動の成果と評価） 

2021年当初に行った回覧研修では、新型コロナウイ

ルスの脅威や対処法を中心に回覧研修を行い、ある一

定の効果を得た。感染対策で、閉鎖的になりやすい状

況から密に文書による情報交換を実施した。この間職

員はよく書類に目を通してくれたが、緊張感は残っ

た。2021年度後半、ズームによるオンライン研修を、

法人内の事業所や他の事業所を結んで実施した。不慣

れながら、ITを駆使し斬新だった。家族会や避難所と

結ぶカフェ活動にも活用できた。研修内容に関して

は、勤務のローテーションなどもあり、少人数参加

し、申し送りなどで伝える方法で、参加した職員以外

は、資料で確認する回覧研修と同様で、満足感は少な

かった。 

2021年度春より、新型コロナ禍のストレスマネジメ

ントも意識し、各事業所の推薦者や希望者による少人

数の集合研修を毎週月 4回で開催した。午前中は災害

やストレスマネジメント、人生会議などの意見交換が

できる研修で、室内は外気を取り込んだ。午後は、江

津湖公園や地元の神社などの野外研修で、ストレスマ

ネジメントも兼ねた自然観察会を行い、大変好評を得

た。

（今後の課題・考察・まとめ）

ニューノーマル時代の職員研修は、回覧資料やオン

ライン研修、少人数のミーティングなどある。それぞ

れ一定の効果が認められる。しかし、職員の実際の感

想などからも、開放感のある野外活動による自然観察

のネイチャーフィーリング手法を用いた職員研修は、

職員の感性や共感力を高めるとともに、ストレスマネ

ジメントとしても大変効果があった。

（参考・文献など）

 自然観察と介護の関連に関しては、認知症介護研究研修東

京センターの中村考一氏との共同研究と、日本自然保護協会

の高川晋一氏や熊本県の自然観察指導員との連携により、よ

り深い理解につながった。参考 中村考一 自然観察を用

いた、介護職員の感性を育てるための教育内容の開

発に資する予備調査  

人材育成分野のニューノーマル 
◆キーワード

コロナ禍でも可能な教育研修や介護職員のサポート1 ニューノーマル

2 人材育成と癒し

3 自然観察と介護分野
ふ り が な 

種別・施設名 認知症対応型共同生活介護・グループホームせせらぎ （熊本県・甲佐町） 

ふ り が な たかはしけいこ 

職種・発表者：介護支援専門員・高橋恵子 共同研究者：大石倫久、相良沙織、瀬本美鈴 

グループホームせせらぎは、熊本県の中央、緑川支

流の農村地帯にあり、自然豊かな地域である 

１ユニット９名のグループホームである。法人内の小規

模多機能ホームや地域と連携した研修を行なっている 

第22回日本認知症グループホーム全国大会　福岡大会
ご開催おめでとうございます。
グループホームせせらぎ　〒861-3243　熊本県上益城郡甲佐町白旗986
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