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会員特典

編集後記
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● 当会主催研修会、研究大会を会員価格にて参加可能
・全国デイ・ケア研究大会、リハビリテーション・ケア合同研究大会　・主催研修会
※オンライン開催の研修会も多数企画していきます

● 「デイケアニュース」の定期発送
・年２～３回発行しております。
各種研修会情報、協会の活動報告、トピックス、会員施設紹介などご提供しています。

● 制度関連や現場で困っていること等の問い合わせが可能
・原則、会員様のみご対応させていただいています。

● 会員ページの閲覧が可能
・各種資料のダウンロード、研究大会抄録集、当会実施アンケート結果などの閲覧が可能です。
今後さらなるリニューアルを検討しています。

● 会員への定期的なメール配信
・研修会案内
・制度関連情報　等

※正会員（事業所）の職員は全員上記特典の対象となります。

Join Us

野長瀬 高志（全国デイ・ケア協会　広報委員会）
介護サービス スマイル永生

　当会の前身である、全国老人デイ・ケア連絡協議会は1994（平成6）年、老健のデイケアや病院・診療所の
デイケア等、全国様々あるデイケアを提供する施設の有志が集まり、情報の共有化・職員の研修・研鑽の機会
提供等を目的として開設し、これまで活動を続けてまいりました。
　現在当会は介護報酬改定における通所リハビリテーションの窓口を担い、報酬改定時においてはリハビリテー
ションマネジメントと通所リハビリテーションの意義を問い、加算として位置づけ、質に関わる根幹を表現して
まいりました。
　また、重度者に対してもより手厚いケアが提供できるサービスとして、地域でのリハビリテーション資源とし
て重要であることを明確にしてまいりました。生活行為向上リハビリテーションの普及については特に、厚生労
働省および各種団体との連携役とし、研修や企画に参画し現在に至ります。
　これも一重に、会員施設の皆様から頂いた多くのご意見や、ご協力の賜物でございます。
　ついては、今後一層地域でのデイ・ケアの役割を全うするために、協会としてより多くの「声」を賜りたく、皆
様のお力をお貸しください。
　より一層、通所リハビリテーションが地域に必要とされ地域生活の中核を担うサービスとなるために、今後と
も皆様のご協力をお願い申し上げます。

● message：近藤国嗣会長

● event preview：第 44 回全国デイ・ケア研究大会 2022 in 奈良

● voice：活動と参加してみた！　　認定デイ・ケアマスターの声

● topics：在宅リハビリテーションエキスパート・ジェネラリストコース

● 会員施設紹介：脳神経センター大田記念病院
　介護報酬改定の1年を過ごし、LIFEを中心とした新たな加算対応にも少しずつ慣れてきたことかと思います。
COVID-19第7波の兆候があったりと、依然として感染状況は油断ならない状況ではありますが、ご利用者様
の為にもお身体に気をつけながらお過ごしください。
　さて、今号におきましては、開催が迫ってまいりました全国デイ・ケア研究大会2022in奈良の特集や昨年
度に初開催されたEGコース修了者の感想、そして次開催の案内など、多岐にわたる内容となっております。
今後も様々な研修を企画・運営してまいりますので、引き続きご協力のほど宜しくお願い申し上げます。



開催日 研修会 開催地・開催方法

5月
7日（土）～8日（日） 生活行為向上リハビリテーション研修会

オンライン開催
22日（日） 明日から使える！初めての通所リハ実践研修会

6月

11日（土）～12日（日） 生活行為向上リハビリテーション研修会
オンライン開催

17日（金）～19日（日） 在宅リハEGコース①

30日（木） 奈良大会前日研修会
「どうしていますか？修了に向けた取り組み～運営とその実践例～」

奈良春日野国際フォーラム
甍～Ｉ・ＲＡ・ＫＡ～

7月

1日（金）～2日（土） 第44回全国デイ・ケア研究大会2022 in 奈良 奈良春日野国際フォーラム
甍～Ｉ・ＲＡ・ＫＡ～

16日（土）～17日（日） 生活行為向上リハビリテーション研修会
オンライン開催23日（土） リハマネジメント研修会

24日（日） 状態・疾患別プログラム研修会
8月 27日（土）～28日（日） 生活行為向上リハビリテーション研修会 オンライン開催

9月
16日（金）～18日（日） 在宅リハEGコース② オンライン開催

30日（金）～10/1（土） リハビリテーション・ケア合同研究大会 苫小牧2022 グランドホテルニュー王子
苫小牧市民会館

11月
20日（日） 明日から使える！初めての通所リハ実践研修会 オンライン開催

未定 生活行為向上リハビリテーション研修会 未定

12月 9日（金）～11日（日） 在宅リハEGコース③ オンライン開催

1月
14日（土） リハマネジメント研修会

オンライン開催
15日（日） 状態・疾患別プログラム研修会

2月
5日（日） 経営戦略セミナー オンライン開催

未定 生活行為向上リハビリテーション研修会 未定

3月
3日（金）～5日（日） 在宅リハEGコース④ 未定

18日（土） 第10回デイ・ケアスキルアップセミナー オンライン開催
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JADC EVENT SCHEDULE

informationmessage
入会手続きが簡便に。

全国デイ・ケア協会入会申込WEBフォームの運用開始。

知的好奇心は止まらない。止めてはいけない。

さらにブラッシュアップされた、充実した内容の研修会スケジュール。

通所リハの情報、当会の活動紹介。

全国デイ・ケア協会パンフレット発行。

【入会案内ページ】
https://day-care.jp/admission

【パンフレット掲載ページ】
https://day-care.jp/about/pamphlet

認定制度「認定デイ・ケアマスター」 広報事業

　全国デイ・ケア協会では、令和3年度より新認定

制度「認定デイ・ケアマスター」を施行しています。

認定デイ・ケアマスターとは、介護保険分野の通

所系サービスにおいて、　・サービスの質の向上や利用者の自立支援
　・地域住民の自助・互助活動の支援
　・地域リハビリテーションの普及・啓発を促す
通所系サービス従事者の育成

を目的として、一定の水準に達した従事者が取得

できるものになります。　通所系サービスに精通したプロフェッショナル

として仲間を牽引していける従事者を、一緒に

目指していきましょう。

　全国デイ・ケア協会では、会員だけではなく一般の皆

さんに向けて活動内容の啓蒙をすすめ、その活動を周

知していく中で、通所系サービスについての理解と質の

高いサービスの提供に向けた情報発信を行っています。

　当協会主催の研修会および研究大会の報告や参加者の感想に加え、認定デイ・ケアマスターの活動紹介、会員施設紹介など、多岐にわたり掲

載しています。3～4か月毎に発行され、会員施設には

新刊が発行される毎にご提供しています。
● 当協会ホームページ

https://day-care.jp/

　各種最新情報は速やかに当協会ホームページへ掲載

されます。是非ご覧ください。

入会案内正会員・個人会員特典

入会金・年会費

① 当会主催研修会、研究大会を会員価格にて参加可能

② デイケアニュースの定期発送③ 会員ページの閲覧が可能④ 事務局への問い合わせ（制度関連等）が可能
⑤ 事務局からのメール配信⑥ 会員向け無料セミナー受講可能
⑦ 会員調査報告書の配付

賛助会員特典
① 全国デイ・ケア研究大会、リハビリテーション・ケア

　 合同研究大会におけるブース出展費用の割引
② 研修会における広報活動③ デイケアニュースへの広告掲載費用の割引
④ 協会ホームページに会員ホームページのリンクバナー設置

⑤ デイケアニュースの定期発送

正会員

個人会員

賛助会員

30,000円
10,000円
30,000円

30,000円　※同一法人の2事業所目からは10,000円
  5,000円
30,000円

入会金

年会費

● 広報誌「デイケアニュース」

一般社団法人全国デイ・ケア協会
Japan Association for  Day Care

2022年1月作成

https://day-care.jp/admission

JADC全国デイ･ケア協会の活動

正会員（事業所）の職員は全員上記特典の対象となります。

近藤 国嗣

全国デイ・ケア協会会長
東京湾岸リハビリテーション病院　院長

COVID-19がもたらした日常の変化の定着、
「いま」求められるサービスとして、さらなる事業の発展。 　全国デイ・ケア協会では令和3年12月より、入会手続きをより簡便に行えるよう、WEBフォー

ムの運用を開始しました。入会をご希望される場合は、当会ホームページよりお申込みください。
多くの方のご入会をお待ちしております。

　当会の活動をまとめたパンフレットを作成しました。当会
ホームページよりご参照できますので、この機会にご一読い
ただけますと幸いです。

　当会では令和4年度も様々な研修会を企画しております。下記スケジュールをご確認の上、ご希望の研修会に
お申し込みください。

　日頃より当会の活動にご理解・ご協力を賜り心よ
りお礼申し上げます。令和3年度も2年度に引き続き、
COVID-19が猛威を振るった一年間でした。特に、
令和4年の幕開けと同時に変異株の感染が爆発的に
拡大し、皆様も感染予防に努めながら日々過ごされ
ていることと存じます。通所リハビリテーションでは、
当会の調査からコロナ禍前と比較してマイナス収支
が続いていることが判明しており、日々の事業運営
にも大変なご苦労をされていることでしょう。一方
で、3回目のワクチン接種や経口治療薬の普及によ
り、希望の光もみえ始めています。皆様と一緒に明る
い未来に希望を抱き、当会も更なる事業の発展を試
みてまいります。
　さて、令和4年度は介護報酬改定から約1年が経
過し、必須化されたリハビリテーションマネジメント
に基づく介入が定着していることと存じます。また、
LIFEを活用したさらなるSPDCAサイクルの効率化が
期待されます。さらには、要件が変更されたことで活
用しやすくなった生活行為向上リハビリテーション実
施加算は、当会が開催している研修会の受講状況を
鑑みると、大変多くの方が運用を検討していること
が計り知れます。当会は兼ねてより、研修会を通し
て様々な情報をお伝えしてまいりましたが、「いま」
求められるサービスとして適応できるよう、さらなる

ブラッシュアップを続けていきます。令和3年度ではオンライン形式の研修会を多数開催したことで、現地開
催では参加が難しかった方も多くのご参加をいただきました。今後もオンライン開催を中心に研修会を企画
し、感染状況を鑑みて参加者同士の交流が取りやすい現地開催も検討していく所存です。
　また、「在宅リハビリテーションエキスパート・ジェネラリストコース」が開講し、オンライン形式ではありまし
たが29名の仲間と約1年間ともに学んできました。令和4年度も引き続き本コースは開催いたします。質の高
い在宅リハビリテーションを目指して、日々研鑽を続けていきましょう。
　さらには、「第44回全国デイ・ケア研究大会2022in奈良」が7月1日～ 2日に、奈良春日野国際フォーラム甍
～ I・RA・KA～を会場に開催を予定しています。約3年ぶりとなる会場開催を目指しつつ、様々な形で企画準備
を進めてございますので、多くの方にご参加をいただけますと幸いです。なお、オンデマンド配信も予定しており、
現地にお越しになることが難しい方も学べる機会を設ける予定です。
　末筆になりますが、令和3年度はCOVID-19がもたらした日常の変化が定着したことで、「withコロナ」が目に見
えるかたちになってまいりました。今後も会員の皆様とともに、通所リハビリテーションの発展に向けて新たな時代
を駆け抜けてまいります。皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
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演 題
講 師

これからの通所リハの質
近藤 国嗣氏　　　
一般社団法人 全国デイ・ケア協会 会長 /
医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院 院長

全国デイ・ケア協会　会長講演

演 題
講 師

自立支援を考える
浜村 明徳氏
一般社団法人 全国デイ・ケア協会 顧問 /
医療法人共和会 介護老人保健施設伸寿苑 施設長

特別講演Ⅰ

演 題
講 師

老いに対する準備と支援
石黒 秀喜氏
地域共生政策自治体連携機構 事務局長代理

特別講演Ⅱ

演 題
講 師

認知症である本人が自分で決める支援
丹野 智文氏
一般社団法人 認知症当事者ネットワークみやぎ 代表理事

特別講演Ⅲ

演 題

講 師

利用者の想いを具体的に実現するための
生活行為向上リハビリテーションとは
都甲 幹太氏
社会医療法人共愛会 介護老人保健施設あやめの里
リハビリテーション科主任

モーニングセミナー①

演 題
講 師

チームで支援する口腔健康管理
松尾 由佳氏
医療法人鴻池会 介護老人保健施設鴻池荘 歯科衛生士 

モーニングセミナー②

演 題
講 師

デイ・ケアが真価を発揮するために
①木下 翔司氏　

②松永 玄氏
医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院 
在宅リハビリテーション科科長

厚生労働省 老健局老人保健課 高齢者リハビリテーション推進官

③野尻 晋一氏　
社会医療法人寿量会 介護老人保健施設清雅苑 施設長 /
一般社団法人 全国デイ・ケア協会 理事

パネルディスカッション

対象者
デイ・ケアに従事している全ての職種

発表資格
・当会会員
・奈良県老人保健施設協議会会員施設
・奈良県内デイ・ケア事業所

参加登録
2022年 3月15日から開始
※事前申込みで早割あり　

演題登録
2022年 3月15日から開始

事前参加登録

会員 非会員

当日参加登録

¥11,000 ¥13,000

¥13,000
学生…¥1,000

¥15,000

参加費

event preview

実行委員長
西田 宗幹

学術局長
山本 江吏子

運営局長
東條 秀則

事務局長
福本 美和

大会長
平井 政規

　参加登録、大会ホームページ、広報を担当しています。広報担当ということで、全国の通所リハ事業
所や後援協賛の方々に大会の案内や説明をさせて頂く機会が多くありますが、皆さまがPRに快く応じ
て下さり、拡散の協力も頂きながら、参加や演題の準備に力を注いで頂いていることを、大変感謝して
おります。ありがとうございます。大会を準備する中で、皆さまの楽しみにして下さっている生の声や
感染対策を気にしながらも現地参加が実現するようにアドバイスを頂く声を頂戴し、ありがたく感じる
と同時に、成功させたいという思いが募ります。本誌が発行される5月はまだまだ大会準備に追われ
ている状況が続いていると思われますが、COVID-19に負けずに、日々感染対策と利用者の自立支援
に奮闘されている全国の同志の方と、実りある会が開催できるように力を尽くしたいと思っております。
よろしくお願いいたします。ところで、私ごとではありますが、最近は御朱印巡りにはまっています。奈
良には多くの寺社仏閣が存在しております。ぜひ、この機会に巡ってみてください。ご参加お待ちして
おります。

　会場や進行の設定等の裏方を担当しています。今回は、超人気の「ほうせき箱」のかき氷を準備して
います。そして懇親会では庭園で、超有名な「奈良ホテル」の食事を用意しています。会場は奈良公園
内にあり、いにしえのオーラを感じてもらえることと思います。そして、あの「ならまち」もすぐそこです。
ぜひご参加頂き、研究大会と奈良をご堪能下さい。

　大会のサブタイトルにある「自立支援のコーディネーターとして」を体現してこられた講師の方々を
お招きするプログラムを準備しております。
　全国デイ・ケア協会の会長である近藤先生より、最近の介護保険制度から見るデイ・ケアの役割、また
同協会の顧問である浜村先生より、永年にわたり地域リハビリテーションに携わられているご経験を踏ま
えて、在宅生活における自立支援について、その考え方や実践の方法、仕組み等をご講演頂く予定です。
　その他にも利用者本人に老いの準備をしてもらうことで、その人らしく過ごせる期間を少しでも伸
ばすことを目的とした「老いに対する準備と支援」についての講演や、認知症当事者より認知症者への
イメージや関わり方を見直す貴重な機会となる「認知症である本人が自分で決める支援」についての
講演などを予定しております。
　一般演題についても、演題登録を受付中です。この機会に、お一人でも多くの方にご参加、ご発表
いただければと思っております。

　新型コロナウイルスの蔓延から3年目に入り、感染対策における緊張など心的ストレスが長期間続い
ていることと思います。そのような中、昨年は介護報酬改定もあり、その対応に追われ、心身共にお疲
れのことと察します。このような背景の中、大会長を中心に皆様にとって少しでも「ほっと」する時間を
提供できればと思い、第4４回全国デイ・ケア研究大会2022in奈良の準備を進めてまいりました。少
しでも安らぎの時間をお過ごしいただけるよう、奈良の文化・自然を感じていただけるように会場選び
からも検討を重ね、大仏殿で有名な東大寺のすぐ近くで、周辺を一望できる「奈良春日野国際フォーラ
ム　甍～I・RA・KA～」に決定し、皆様に楽しんでただけるように色々と企画も準備してまいりました。
新型コロナウイルスの繰り返される感染拡大の為、どこまで今回企画したものが実施できるか分かりま
せんが、少しでも「行ってよかった」「参加してよかった」と思える大会になるよう、最後までスタッフ全
員協力して頑張りたいと思います。皆様のご参加お持ちしております。

　第44回全国デイ・ケア研究大会2022in奈良は、東大寺の大仏や鹿で有名な奈良公園内にある、奈良春
日野国際フォーラム　甍～ I・RA・KA～にて開催いたします。本大会の大きなテーマは「自立支援」。平成
12年に創設された介護保険制度の柱の一つです。創設から20年たった介護保険制度のサービスの一つで
ある、デイ・ケアのあり方も大きな転換点にさしかかっています。私たちが日常的に、合い言葉のように使っ
ている「自立支援」。そもそも、利用者にとっての「自立支援」とは？サービス提供者側にとっての「自立支援」
とは？本大会では、これらについて改めて皆さんと共に考え、議論する機会にしたく思っております。
　今回の開催地は、日本のはじまり奈良。会場も含め、周辺の地域には様々な歴史遺産があり、1300年
を誇る歴史を肌で感じて頂くことができます。この機会に、是非奈良にお越し頂きまして、大会の合間の
時間を活用し、そもそもの日本の文化に触れて頂ければ幸いです。また、運営に当たっては、全国から参
加頂く皆様に、少しでも「奈良」を感じて頂く企画もご用意しております。
　COVID-19との共存も、日常となりつつあります。そんな中でも「和」を感じ、少しでも参加者の皆さん
同士で交流を図って頂ける機会を持ちたいと考えております。3年越しとなる現地開催が行えることを切に
願いながら、多くの皆様のご参加をスタッフ一同、心待ちにしております。どうぞよろしくお願いいたします。

和を以って、デイ・ケアを為す。  
～自立支援のコーディネーターとして～

第44回全国デイ・ケア研究大会2022 in 奈良

2022年（令和4年）7月1日（金）～ 7月2日（土）

ハイブリッド開催が決定！（現地参加・オンラインLIVE参加・オンデマンド配信）
【大会特設サイト】

https://www.kounoikekai.com/44daycare-nara/
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　多角的な視点から経営戦略を学び、通所リハ機能の理解をはじめ、効果的・効率的な現場レベルの
実践報告を通して、経営に実用的な内容を企画しています。

　「生活行為向上リハビリテーション実施加算」の算定要件研修として実施しており、生活行為向上リハ
実施計画書の具体的な作成方法や生活目標達成に向けた実践方法などを研修しています。

　当協会認定制度「認定デイ・ケアマスター」の要件研修です。通所系サービスの歴史や地域包括ケア
システムにおける役割など、幅広く学ぶことができます。

　リハビリテーションマネジメントの考え方やSPDCAサイクル、リハビリテーション会議の運用など、
より高位のリハマネ加算算定につなげていくための具体的実践例を含めて報告しています。

　介護保険下のリハビリテーションサービスは、利用者の疾患や状態に応じて、短時間型や半日・1日
型など多様化しています。本研修会では、状態・疾患別に様々なサービスプログラムを紹介しています。

　通所リハビリテーション事業所での経験年数が少ないリハ専門職や相談員、管理者等を対象に、通
所リハの役割や関連する制度について学び、明日から現場で使えるような会員施設の取り組み例を紹
介しています。

在宅リハビリテーション
エキスパート・ジェネラリストコース

TOPICS

他施設のことなどにも触れることができ
てとても勉強になりました。現場のスタッ
フとしてもとても励みになる内容だったと
感じました。周りのスタッフにも勧めたい
と思います。ありがとうございました。

在宅の面白さや、難しさ、学ぶことの楽しさを
このコースを通して改めて感じました。遠方か
らの参加なので、オンラインだからこそ参加で
きた部分もあります。これを機に継続的にリハ
ビリテーションの奥深さ、楽しさをさらに学び、
自己研鑽を続けていきたいと思います。

在宅リハビリテーションで必要な知識を
幅広く学び、日々の実践を整理する機会
になりました。他の参加者とディスカッ
ションをできたことも得難い体験でした。
ありがとうございました！

様々な領域の知見を得たことができたのはもち
ろんだが、多くの地域から同じ立場の仲間が集
まり、グループワークを通じて話をすることで、
地域特性や共通の課題、解決策などを提案しあ
えたことが非常に有益であった。

【在宅リハEGコース専用ページ】
https://day-care.jp/kenshu-eg

令和3年度
受講者の声

（アンケートより）

　当協会の役員が講師となり、様々なテーマでオンデマンド配信による講義を実施しています。本セミ
ナーは会員のみ対象となり、受講費は無料です。

研修会紹介
全国デイ・ケア協会では、地域包括ケアシステム時代に応えうる
通所系サービスとして、質の向上を目的とした各種研修会および
研究大会を開催しています。昨今は対面式の会場開催のみにとど
まらず、オンラインを活用した研修会にも力を注いでいます。

リハマネジメント研修会

明日から使える！ 初めての通所リハ実践研修会

生活行為向上リハビリテーション研修会

会員向け無料教育セミナー

状態・疾患別プログラム研修会

デイ・ケアスキルアップセミナー

経営戦略セミナー

EXPERT GENERALIST COURSE

　令和3年度在宅リハビリテーションエキスパー
ト・ジェネラリストコースは29名の受講者と4
クールにわたって学びを共にし、令和4年3月6
日に閉会しました。今回はコロナ禍により完全
オンライン開催となりましたが、遠方から参加
される方などからは移動負担の面を鑑みると高
評価をいただいています。グループワークでは
活発な意見交換がなされており、35講義を通
して一つのチームになったと感じました。
　一方で、オンライン形式のデメリットも見受け
られ、直接対面しディスカッションを交わしたい

というご要望も多数いただきました。感染状況
を鑑みながら、1期生が集合して学び親睦を深
める機会をご提供できるよう、検討を進めてま
いります。
　さて、令和4年度本コースも受付が既に開始
されており、続々とお申込みをいただいていま
す。在宅リハビリテーションを提供するために
は、多くの知識や情報が鍵となります。この機
会に、一緒に学びエキスパート・ジェネラリスト
を目指しましょう。



開催日 研修会 開催地・開催方法

5月
7日（土）～8日（日） 生活行為向上リハビリテーション研修会

オンライン開催
22日（日） 明日から使える！初めての通所リハ実践研修会

6月

11日（土）～12日（日） 生活行為向上リハビリテーション研修会
オンライン開催

17日（金）～19日（日） 在宅リハEGコース①

30日（木） 奈良大会前日研修会
「どうしていますか？修了に向けた取り組み～運営とその実践例～」

奈良春日野国際フォーラム
甍～Ｉ・ＲＡ・ＫＡ～

7月

1日（金）～2日（土） 第44回全国デイ・ケア研究大会2022 in 奈良 奈良春日野国際フォーラム
甍～Ｉ・ＲＡ・ＫＡ～

16日（土）～17日（日） 生活行為向上リハビリテーション研修会
オンライン開催23日（土） リハマネジメント研修会

24日（日） 状態・疾患別プログラム研修会
8月 27日（土）～28日（日） 生活行為向上リハビリテーション研修会 オンライン開催

9月
16日（金）～18日（日） 在宅リハEGコース② オンライン開催

30日（金）～10/1（土） リハビリテーション・ケア合同研究大会 苫小牧2022 グランドホテルニュー王子
苫小牧市民会館

11月
20日（日） 明日から使える！初めての通所リハ実践研修会 オンライン開催

未定 生活行為向上リハビリテーション研修会 未定

12月 9日（金）～11日（日） 在宅リハEGコース③ オンライン開催

1月
14日（土） リハマネジメント研修会

オンライン開催
15日（日） 状態・疾患別プログラム研修会

2月
5日（日） 経営戦略セミナー オンライン開催

未定 生活行為向上リハビリテーション研修会 未定

3月
3日（金）～5日（日） 在宅リハEGコース④ 未定

18日（土） 第10回デイ・ケアスキルアップセミナー オンライン開催
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会員限定

会員向け無料教育セミナー定期配信中
要注目 活動と

参加してみた！

5月配信　　アドバンス・ケア・プランニング
7月配信　　わかりやすい経過記録の残し方
9月配信　　高齢者の食支援と誤嚥リスク
11月配信 　脳卒中患者が在宅生活に戻るまで

～急性期・回復期からみた退院支援と医療・介護連携～

令和4年

1月配信　　在宅医療におけるリハビリテーションの重要性と問題点
3月配信　　地域リハビリテーション普及啓発活動　～地域への働きかけ～

令和5年

★WEBで自己研鑚でき、非常に助かります。現場にそくしたテーマで学べ、いつも役に立って
います。また、無料なことから同僚にも視聴を勧めやすいです。

★いろいろな講演を企画していただきありがとうございます。職員と一緒になって勉強してい
かなくてはと思います。今後も継続することを期待しています。

★オンライン配信で、自分の空いた時間に視聴できるので助かります。

★初めて…拝見させて頂きましたが、分かりやすく心にすーっと入ってきました。ありがとうござ
いました。

アンケートより

➡

!

在宅総合ケアセンター元浅草

理学療法士 徳弘 和道

活動と
参加してみた！

活動×参加

ON DEMAND

介護老人保健施設清雅苑

理学療法士 辻本 真也

令和4年度会員向け無料教育セミナー　配信スケジュール

　私は、通所リハビリテーションで勤務して現在１５
年目になります。当施設（清雅苑）の理念である
QOLの向上とノーマライゼーションの実現を果たせ
るよう、利用者の支援をしています。今回、在宅リ
ハビリテーションエキスパート・ジェネラリストコー
スを受講する機会を頂き、その中で、第９回デイ・
ケアスキルアップセミナーの開催を知りました。本研
修は、全国デイ・ケア協会顧問の浜村明徳先生、名
誉会長の斉藤正身先生、副会長の土井勝幸先生、
会長の近藤国嗣先生、厚生労働省老健局老人保健
課の木下翔司先生のご講義を拝聴でき、デイ・ケア
について幅広く学べる機会だと思い参加させて頂き
ました。講義内容は、通所系サービスの歴史と展望
や役割、認知症に対するアプローチ、生活期の考え
方、地域包括ケアシステムについて理解を深めるこ

ととなりました。生活期におけるリハビリテーション
を考えるために必要な多職種協働・地域連携の重要
性を示して頂き、大変参考になりました。また、今回
はオンラインによる開催でした。講師の先生方と直
接お会い出来ないのは残念でしたが、実りある研修
会に参加することができました。
　今後も利用者の尊厳を尊重し、主体性を引き出し、
自立支援・QOL向上に資するリハビリテーション
ケアを提供するために、今回の学
びを実践していきたいと思います。

　私は回復期病院を経て、現在3-4時間、6-7時
間の通所リハで勤務しています。
　働き方改革に伴い日々の業務をどのように効率
化していけばよいのか、また、業務の効率化だけ
でなくスタッフが働きやすい環境をどのように作っ
ていけばよいのか、ということに悩み、今回「経営
戦略セミナー」を受講しました。
　そもそもなぜ業務の効率化が必要なのかといっ
た事や、LIFEでのデータ提出がなぜ今後大事にな
るのかといった国の示す方針の意味や次期改定に
向けた課題など大きな視点での講義と、実際の取
り組みの紹介など具体的な内容の講義となってお
り、とても勉強になりました。また、グループワー
クでは他施設の方と話す機会を頂き、普段悩んで

いることや施設ごとの取り組みの違いを話す中で新
しい視点に気が付けました。リモートでのグループ
ワークがどのように進むのか心配でしたが、皆さん
が活発に意見を出され終始明るい雰囲気でした。
　今回の研修で学んだことを活かし、業務改善の取
り組みをしつつ利用者、スタッフが笑顔になれる通
所リハにしていきたいです。「利用者のために」では
なく、「利用者と共に」を合言葉に
地域に根差した施設となれるよう
頑張りたいと思います。

　今回の活動と参加してみたには、経営戦略セミナーと第9回デイ・ケアスキルアップセミ
ナーにご参加された2名にご登場いただきました。経営の視点、デイ・ケアの様々な視点
から企画された2つの研修会は、学ぶことも多かったように感じ取れます。この研修会は
年度末に開催を予定していますので、今回参加された方も、まだ参加されたことがない方
も、多くの方に受講をご検討いただけますと幸いです。

　全国デイ・ケア協会では、会員限定に役員を講師とした教育セミナーを開
催しています。令和3年度は4つのテーマの講義を配信し、多くの会員様に
ご視聴いただきました。また、アンケートからは大変好評をいただけている
とともに、講義テーマなど様々なご要望も伺っています。それにお応えする
べく、令和4年度は6つのテーマを配信いたします。本セミナーが会員の皆
様のお役に立てますと幸いです。多くの方のお申込みお待ちしております。

＠ 経営戦略セミナー

＠ 第９回デイ・ケアスキルアップセミナー
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　多様な障害を持つ高齢者が多く集まる通所リハビリテーションにおいて、安全管理と感染対策は
重要な課題です。各地域や施設の特性もありますが、通所リハビリテーションという施設に共通した
安全管理の課題は多くあり、また長期化するCOVID-19感染症は感染対策上の最重要課題です。
　当委員会は通所リハビリテーションの安全管理や感染対策について、その実態を把握し指針
となるマニュアルを作成することを主な目的として活動を行っていきます。
　会員の皆さまにとって有益な活動となるよう励んでいきます。どうぞよろしくお願い致します。

〒720-0825 
広島県福山市沖野上町3丁目6-28

社会医療法人祥和会

通所リハビリテーション
脳神経センター大田記念病院

URL  https://otahp.jp

竹重 雄太（作業療法士）
医療法人真正会霞ヶ関南病院 デイホスピタル
（短時間型通所リハビリテーション事業所）

Master’s Voice

神経疾患を有する地域住民にシームレスなリハビリテーションの提供を

会員施設自己紹介

委員長 岩熊 晋平担当理事 松浦 大輔

　「今日も来てよかった」「リハビリ頑張れた」「次はこん
なことをやってみたい」…
　通ってくださる利用者さんが、充実した時間を過ご
し、笑顔で帰ってもらえる通所リハビリテーションを
これからも目指していきます。

沿革・概要

当通所リハビリテーションの特徴

最後に

認 定 デ イ ・ ケ ア マ ス タ ー の 声
• 脳神経疾患を主体とする医療法人の通所リハビリ
テーションとして、脳血管障害や神経難病の方が多
く利用しています。ハイリスクの方や、徐々に病状
が進行する利用者も少なくないため、看護師が常駐
し、医療的ケアの必要性が高い利用者にも多職種
で対応しています。
• 急性期・回復期・生活期の連携や、シームレスなリ
ハビリテーションの提供を意識しています。同じ建
物内にある回復期リハビリテーション病棟との連携
を強化し、退院後の円滑な支援に向けた情報交換

や体制作りを行なっています。また、院内外の居宅
介護支援事業所、訪問看護ステーション等と積極
的に連携を図り、通所リハビリテーションとしての
役割を明確にして、サービスを提供しています。
• 現在、利用定員75名に対し、理学療法士3名、作
業療法士5名、健康運動指導士3名を配置し、リハ
ビリテーション機能の強化を図っています。利用時
間全体を通してリハビリテーションとなるよう、理
学療法士・作業療法士によるアセスメントを元に、
個別リハビリだけでなく、運動メニューやフロアで
の過ごし方や介助方法等を多職種で検討し共有して
います。また歯科衛生士が常駐し、口腔機能の維
持・向上に積極的に取り組み、言語聴覚士による嚥
下機能のアセスメントや訓練も実施しています。
• 利用者のニーズや必要なサービスに応じて、３つの
コースを設けています。1日を通じてリハビリテー
ションや入浴、食事などのサービスを受けられる「1
日利用コース」。リハビリテーションに特化した「短
時間リハビリコース」。マシンでの運動や運動指導・
生活指導を中心に行う「フィットネスコース」。さま
ざまな重症度や多彩なニーズに応えられるサービス
の提供を志向しています。
• 地域の公民館やプラザや通いの場に職員を派遣し、
介護予防事業やフレイル予防に積極的に取り組ん
でいます。通所リハビリ卒業後も運動やフレイル予
防に取り組めるよう、必要に応じてこれらの社会資
源を紹介し、利用をすすめています。

　私は、多職種16名配置の１～2時間を中心とした短時間型
通所リハビリテーション事業所で、サービス提供責任者（マネ
ジャー）とリハスタッフ（作業療法士）を兼務しています。そこ
では、リハプログラムの提供やリハ会議への参加、必要書類の
作成、居宅訪問、新規利用者の実地調査など担当しながら、
マネジャー業務としても、日々の管理業務や法人内・グループ
内連携など、他のスタッフの協力も得ながら取り組んでいます。
　さて、認定デイ・ケアマスターは、“通所リハビリテーション
に精通したプロフェッショナルとして仲間を牽引していける従
事者（協会HPより）”と謳われており、それを実践すべく、ス
タッフがこれまで以上に通所リハへの理解や質の向上につな
がることを目的に取り組んだ一例をご紹介します。
　当法人は、人財育成の1つとしてジョブローテーションを積
極的に行っていることもあり、配属後には継続した教育体系
や研修会への参加機会を設けています。それでも、通所リハ
の仕組みや業務プロセス、帳票類などの細かなことまでは、
スタッフ個々の業務上の役割や配属期間の長短がある以上、

理解を深めることに課題がありました。しかし、そこを理解し
て従事しているか否かで、日々の仕事に対する向き合い方も
大いに変わってくると思い、「加算勉強会」を開催しました。
　当事業所が算定している加算は全部で21あります。一人のス
タッフが1つの加算内容と事業所の取り組み方を自分で調べる
ところから始めてもらい、定期ミーティング（週1回）で報告。ディ
スカッション形式で互いの理解の過不足を補うように、21回を
約半年間かけて取り組みました。継続する中で、「青本の見方が
よくわからない」「この考え方ならこの方法がよいのでは？」と
いった意見も聞かれ、私が介護保険に携わりはじめた頃を思い
出すと同時に、主体的に調べることで、加算を含めた自事業所
の取り組みをより理解できる機会につながったと感じました。
当法人の設立理念は“老人にも明日がある”であり、設立から
間もなく50年経ちます。これまでの成り立ちを理解した上で、
先駆的な取り組みに繋げていけるスタッフを育成することと同
時に、スタッフを新たな認定デイ・ケアマスターに導いていくこ
とも自分の使命ではないかと考える今日この頃です。

・・・

　脳神経センター大田記念病院は、広島県東部の福
山市に位置し、この圏域の脳神経疾患の中核病院と
しての機能を担っています。急性期診療を軸に、回復
期・生活期までをカバーし、シームレスな医療・介護
サービスを提供することを理念としています。
　当法人は1979年に設立され、通所リハビリテー
ションも22年の歴史があります。2018年にリハビ
リテーション棟が新たに完成し、リハビリテーション
センターと回復期リハビリテーション病棟と同じ建物
の1Fに、通所リハビリテーションも移転しました。

　このたび安全感染対策委員会の
理事を拝命しました、脳神経セン
ター大田記念病院（広島県福山市）
の松浦と申します。当委員会は今
回新設され、今年度から活動が
開始となります。新型コロナ感染
対策をはじめ、安全感染対策には
重要なテーマが多く、大きな責任

とやりがいを感じています。リハビリテーション科医
として、病院の安全感染対策にかかわった経験を少し
でも生かし、委員の皆さんと一緒に当委員会の業務に
取り組みたいと思っています。どうぞよろしくお願いい
たします。

　この度、安全感染対策委員会の委
員長を拝命しました医療法人社団輝
生会在宅総合ケアセンター成城理学
療法士の岩熊晋平と申します。当セン
ターは東京都世田谷区西部に位置し
ており、私はセンターの3-4時間型・
6-8時間型の通所リハビリテーション
の責任者として勤務しております。当

通所リハビリテーションが地域の中で、安全で楽しく意義あ
る場所であり続けられるよう、スタッフのチームワークを心
掛けて運営しております。このような協会活動は初めてであ
り、至らぬ点も多くあるかと思いますが、有益な活動になる
よう励みたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

新設
安全感染対策委員会安全感染対策委員会
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● 当会主催研修会、研究大会を会員価格にて参加可能
・全国デイ・ケア研究大会、リハビリテーション・ケア合同研究大会　・主催研修会
※オンライン開催の研修会も多数企画していきます

● 「デイケアニュース」の定期発送
・年２～３回発行しております。
各種研修会情報、協会の活動報告、トピックス、会員施設紹介などご提供しています。

● 制度関連や現場で困っていること等の問い合わせが可能
・原則、会員様のみご対応させていただいています。

● 会員ページの閲覧が可能
・各種資料のダウンロード、研究大会抄録集、当会実施アンケート結果などの閲覧が可能です。
今後さらなるリニューアルを検討しています。

● 会員への定期的なメール配信
・研修会案内
・制度関連情報　等

※正会員（事業所）の職員は全員上記特典の対象となります。

Join Us

野長瀬 高志（全国デイ・ケア協会　広報委員会）
介護サービス スマイル永生

　当会の前身である、全国老人デイ・ケア連絡協議会は1994（平成6）年、老健のデイケアや病院・診療所の
デイケア等、全国様々あるデイケアを提供する施設の有志が集まり、情報の共有化・職員の研修・研鑽の機会
提供等を目的として開設し、これまで活動を続けてまいりました。
　現在当会は介護報酬改定における通所リハビリテーションの窓口を担い、報酬改定時においてはリハビリテー
ションマネジメントと通所リハビリテーションの意義を問い、加算として位置づけ、質に関わる根幹を表現して
まいりました。
　また、重度者に対してもより手厚いケアが提供できるサービスとして、地域でのリハビリテーション資源とし
て重要であることを明確にしてまいりました。生活行為向上リハビリテーションの普及については特に、厚生労
働省および各種団体との連携役とし、研修や企画に参画し現在に至ります。
　これも一重に、会員施設の皆様から頂いた多くのご意見や、ご協力の賜物でございます。
　ついては、今後一層地域でのデイ・ケアの役割を全うするために、協会としてより多くの「声」を賜りたく、皆
様のお力をお貸しください。
　より一層、通所リハビリテーションが地域に必要とされ地域生活の中核を担うサービスとなるために、今後と
も皆様のご協力をお願い申し上げます。

● message：近藤国嗣会長

● event preview：第 44 回全国デイ・ケア研究大会 2022 in 奈良

● voice：活動と参加してみた！　　認定デイ・ケアマスターの声

● topics：在宅リハビリテーションエキスパート・ジェネラリストコース

● 会員施設紹介：脳神経センター大田記念病院
　介護報酬改定の1年を過ごし、LIFEを中心とした新たな加算対応にも少しずつ慣れてきたことかと思います。
COVID-19第7波の兆候があったりと、依然として感染状況は油断ならない状況ではありますが、ご利用者様
の為にもお身体に気をつけながらお過ごしください。
　さて、今号におきましては、開催が迫ってまいりました全国デイ・ケア研究大会2022in奈良の特集や昨年
度に初開催されたEGコース修了者の感想、そして次開催の案内など、多岐にわたる内容となっております。
今後も様々な研修を企画・運営してまいりますので、引き続きご協力のほど宜しくお願い申し上げます。




