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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

恐れ入りますが、PDF形式での提出にご協力をお願いいたします。 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 社会福祉法人あけぼの会 お名前 倉田 康弘 

    

事例タイトル 
法人本部×各部門コラボ、PDCAをまわせる次世代リーダーを育てよう！ 

「人財養成塾アフターフォロー セカンドステージ」 

実践内容 

<きっかけ> 

あけぼの会の１番の課題は、最近６年程でスタッフ数が１.５倍となり、組織の規模に対して役職

者が足りないこと。課題を解決する為には、「あり方」を大事に行動できる次世代リーダーを育て

ることが急務。当法人副理事長、法人統括本部長の小原が行う「人財養成塾(セミナーとグルー

プワーク形式)」で学ぶだけではなく、学んだことを実際に行動できるようになる仕組みとして、在

宅事業部でグループ LＩＮＥを活用した「アフターフォロー」を行っている。令和２年１２月から行っ

ているが、令和３年３月に 1度評価を行った。評価を行い、２つの課題に気付いた。 

<課題> 

①「アフターフォロー」を在宅事業部では行ったが、入所事業部では行っていなかった。１事業部

でしか行えておらず、人財育成に法人内格差があった。 

②「アフターフォロー」を行うことで、スタッフが以前に比べて行動できるようになったが、PDCA サ

イクルをまわして何か一つ成果を出すまでにはなかなか至らなかった。 

<実践内容> 

①在宅事業部のグループ LINE に、入所事業部の上長、人財養成塾メンバーを招待して、法人

全体でアフターフォローを行える仕組みを作った。(人財育成の法人内格差を無くす仕組み、別

紙①参照) 

②入所事業部のメンバーがスムーズに入りやすい様に、在宅事業部の上長に主旨を説明し、協

力を求めた。(上長に根回し) 

③最初は行動できなかった入所事業部のメンバーにも、個別にアドバイスしたり、他のスタッフに

も協力してもらったりすることで、行動できるように働きかけを行った。(行動することを日常化) 

④行動することが日常となってきた。次のステージとして、計画→実行→評価→改善という

PDCAサイクルをまわし、利用者さんに喜んでもらえる取り組みを 1つカタチにしてもらう。 

(PDCAサイクルを実際に体感、別紙②参照) 

⑤計画の部分で、1か月後をゴールとして、1週間ごとに行うことを決めて、毎週進行状況を報告

する。(期限を決め、中間報告をする仕組み) 

⑥実際に行動して、上手くいったら協力してくれたスタッフに感謝の気持ちを伝え、上手くいかな

かったら上長に報告し、アドバイスをもらい修正。(評価と改善) 

成果 

・在宅事業部のスタッフだけでなく、入所事業部のスタッフにもアフターフォローを行うことで、最

初は行動できなかったスタッフも、行動できるようになった。行動することを日常化できた。１事業

部だけの取組ではなく、法人としての取組となり、行動できる次世代リーダーを３→５名に増やす

ことができた。 

・行動することが日常化できた次のステージとして、利用者さんに喜んでもらいたいというオモイ

をカタチにする為に、PDCA サイクルを体感してもらう機会を作った。行動することが得意でも

中々最後までカタチにできないスタッフも、実現可能な計画と期限を決めることで、オモイをカタ

チにすることができた。結果、成功体験を積むことで自信がつき、新たな挑戦に向かって動き始

めている。 

・メンバーが自分の事業部でスタッフを巻き込みながら色々行動をしていることで、各事業部の

まわりのスタッフも、自分もやってみたいと言ってくれたり、アイディアを出したりしてくれるように

なり、良い影響が出だしている。 
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成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

<成功への気づき> 
・人財育成で法人内格差を解決する為の方法として、まだ取り組めていない事業部が、また新た

に同じような取り組みを別に行うのではなく、取り組めている事業部と一本化になることで、法人

としての組織一体化、効率化に繋がった。人財養成塾メンバー間で、いい意味で競争しあい、切

磋琢磨できる環境になりつつある。 

・スタッフは、PDCA サイクルをまわしながら、成功体験を積むことで、どんどん新たな挑戦をし

て、1 つずつ成果を出すことを体感できた。リーダーに求められるのは、「人」「物」「金」「時間」を

活用しながら、PDCAをまわして成果を出すこと。一つの足がかりになればと感じた。 

<改善への気づき> 

・アフターフォローに関しては、週に１回の実施ではあるが、５カ月間継続することができた。中間

で評価し、改善することができたので、自分も PDCAサイクルをまわし、次のサードステージに向

けて動いていきたい。 

添付資料 ※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 
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『人財養成塾グループＬＩＮＥ』

①趣旨説明 ②初参加メンバーから報告

③部門上長からコメント ④部長が最後にしめる
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『一人のスタッフの成長のプロセス』
①計画を立てる！ ②行動する！

③行動することで自信がつく！ ④自信がついて新たな挑戦へ！
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恐れ入りますが、PDF形式での提出にご協力をお願いいたします。 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 社会福祉法人あけぼの会 お名前 渡辺 円香 

 

 
   

事例タイトル 
令和３年度介護保険法対策！ 

「法改正対策チーム発足！」 

実践内容 

＜背景ときっかけ＞ 

・令和３年度介護保険法改正のキーワード「自立支援・重度化防止」。「自立支援・重度化防止」を行

う為には、利用者の課題を明確にできるアセスメントや生活の中で活きる実践リハビリが必要。 

・R3.1介護保険報酬改定の大枠が出た際に、在宅サービスの加算等が大きく変わることを感じた。

今回の改定ではプラス改定と出ていたが、取得できる加算をしっかり算定しないとプラスには

ならないことがわかった。加算をしっかり算定していく為には、上長だけではなく、全スタッフの

理解が必要。 

・自分が所属している在宅事業部は、通所リハビリと訪問リハビリ各 1事業所、通所介護２事業所の

４部署。今回の加算算定では、測定、データ入力等を多々行う必要がある為、各サービスの上長

だけが理解していても他のスタッフの力を借りないと絶対にできないことを痛感した。 

・膨大な法改正関係の資料の中から、在宅サービスに特化して国からのメッセージや具体的な内

容を読み取り、誰が見てもわかりやすいスライドを作成し、スタッフと共有しようと考えた。 

・法改正対策チームメンバーは、上長に加え、次世代リーダーを巻き込み、実施。 

＜取り組み＞ 

➀法改正対策チームのメンバーでまずはキックオフ 

まずは法改正の読み合わせを一度行って、とりあえずキックオフ。法改正の勉強会を行ってい

くことを意識付けした。キックオフしてわかったことは、いきなり全てのことを読み取るのは難

しい為、サービス毎に、担当者を決め、役割分担をして、調べることとした。 

②法改正対策チームメンバーがまずは理解する 

 莫大な法改正の内容を読み取るのは大幅な時間がかかり、また理解（解釈）するのにも時間

を要した。サービス毎に読み込みを行い、サービス間で重なっている加算に関しては、算定方

法の確認等を行った。加算算定の為に必要な評価様式や、国からのメッセージの意味に関して

もすり合わせを実施し、理解した。 

③全スタッフに共有してもらう為にスライドを作成(別紙①参照) 

 今回の加算算定では、測定、データ入力等を多々行う必要がある為、各サービスの上長だけ 

が理解していても他のスタッフの力を借りないと絶対にできない。力を借りる為には、「国か 

らのメッセージ」「加算の算定方法」について各事業所スタッフに理解してもらう必要があっ

た。国から出た資料を基に、話をしても、難しいため、小分けにして簡潔に伝えて理解し、協力

してもらうためスライドを作成し、勉強会を実施した。 

④取得する加算のロードマップを作成 

 各サービス毎に、取得する加算を明確化し、加算毎に必要とされる入力や測定内容をいつま

でに行うのかを見える化し共有した。 

⑤実際に、加算をとるためのオペレーションを検討 

 個別機能訓練加算Ⅰロを算定するにあたって、法改正前に個別機能訓練加算ⅠとⅡを同時算

定するよりも、人員基準が少し緩和された部分を活かして、厚生労働省に提出分の計画書作

成等データ入力を分担して行うオペレーションを考え、実行した。 

成果 

・法改正の解釈を読み取るのは大変で時間もかかったが、各層の上長が役割を認識し、スムーズ 

に解釈を進めて早急にスライドの作成に取り掛かることができた。１人、1部署だけだと中々進めら

れなかったが、在宅事業部全体で行うことで、測定をしなければいけない内容の読み取りや、算

定可能な加算の読み取りを行うスムーズできた。 

・誰でも理解できるように要点をまとめたスライドを上長で協力しあって作成することができた。勉

強会では、在宅事業部の次世代リーダーもメンバーも加わり、事前の勉強会を実施した。加算が

大きく変わることに対しての不安はあったが、「ここは特にセラピストが動くところ」や「ここはケ

アワーカーが評価などの取り組みをしないといけないところ」等と職種にわけて要点を伝える
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と、自分の役割を認識してもらい、他の部署スタッフにも説明できるスタッフを育成することがで

きた。 

・「上長に確認しないと、測定や入力等が進まない」ということがないように各部署内で声をかけ

あって実施することができた。 

・今までの加算の算定基準が緩和されている部分もあったので、計画書の作成で時間が欲しいセ

ラピストや管理者にうまく時間を分配し、利用者様にも迷惑をかけないオペレーションでデータの

入力作業を進めることができた。 

・結果、LIFE 関係の加算を令和 3 年 5 月 10 日に提出することができた。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

＜成功のポイント＞ 

・各部署でいきなり勉強会を行うよりも、次世代リーダーと一緒に勉強会を開催したことによって 

上長が伝えるだけのような勉強会ではなく、相手にどうしたら伝わるのかを気を付けた勉強会  

を行うことができた。わかりづらかった内容なども事前に確認し、わかりやすい伝え方を意識する

ことができた。 

・スライドを誰でも見やすく作成し、要点を絞ったり、役割をしっかり伝えたりすることで、各部署の

スタッフが率先して動いてくれるようになった。 

・一度勉強会を行った次世代リーダーが、主体となって測定等も進んで頑張ってくれた。 

 

＜改善への気づき＞ 

・スライドの量が多くなってしまったので、勉強会が長引いてしまうこともあった。1 回で行えるボリ

ュームではないので、分割した伝え方も勉強していくようにしたい。 

添付資料 
※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 お名前 丸山亨 

    

事例タイトル 体力測定の実施とケアマネさん向け報告会の開催 

実践内容 

➢ 歩行特化にリニューアルしたデイサービスで 3か月に１回体力測定を実施。 

➢ 測定内容は「握力」「30秒 stand up」「TUG」の 3項目。 

➢ 体力測定の結果はお便りでご利用者とケアマネに報告。 

➢ 認知症（MMSE と HDS-R）検査も 1回実施。 

 

➢ 令和 3年 3月に社内ケアマネ向けに成果発表会を開催。 

✓ ケアマネ定例会にて取り組み内容を説明した。 

成果 

≪体力測定＆お便り≫ 

➢ 男性利用者は結果を気にしているようで、リハビリの時間以外にも自主的にマシンを使うよ

うになった（４名） 

 

≪成果発表会≫ 

➢ ケアマネからは好意的な感想が寄せられた。 

✓ リハビリに力を入れているのは知っていたがここまでとは思わなかった。 

✓ 客観的に評価しながら取り組んでいるのがすごいと思った。通所リハに長いこと通って

いる利用者をこちらに移したい。 

➢ 実施後新規の紹介が５件あった。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

➢ 実際の数値を入れた資料を作成し、成果をデータで示した。 

➢ ご利用者のご家族が連絡帳に実際書いてくださった感想を資料に載せて、「リアルな声」を

紹介できた。 

 

≪改善≫ 

➢ プレゼンをした事業所とケアマネ事業所は同じ建屋にあるので、ご利用者さんにも参加して

いただき直接感想を述べていただけると良かった。 

添付資料 ※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 社会福祉法人貞徳会 名前 加 藤 輝 海 

 

 
   

事例タイトル 介護職員の離職防止 

実践内容 

【導入経緯】 

名古屋拠点の特別養護老人ホーム（定員 80名・併設ショートステイ 19床）では、介護職

員の離職が 2018年度 28名・2019年度 17名と続き、採用した職員数が同数離職する危機

状況であり、2018年度から介護職員の離職歯止め対策が急務となった。 

【取り組み】 

①スターコンサルティンググループによる離職理由の収集 

②新入職員教育プログラムを作成し、中途採用職員へも教育期間を設定 

③入職時（新卒・中途とも）における教育チェックリストの作成 

④教育チェックリストに沿った介護主任による定期的な面談 

⑤ユニット固定配置が影響し、独立化した介護業務・複雑な個別対応の見直し 

成果 

①離職理由を把握、思いもよらない職員も離職を考えていた。 

②中途採用者も入職初日からは介護業務に就かず、2 日間のオリエンテーション期間を設

け、介護技術・医療知識・介護ロボット体験等を経て不安を軽減した。 

③3 カ月をひとつの目安とした介護業務の習得工程を理解し、現過程を新人職員・教育職

員とも理解し進める仕組みが整う。 

また、教育の詰め過ぎ、指導内容のブレを抑制し、教育職員が成長する効果も出た。 

④教育チェックリストの段階応じた面談を行い、戸惑いや直属の上司には言えない相談を

受け、直属の上司と解決するきっかけを設けた。 

⑤介護業務をスリム化・標準化し、ユニット間の人事交流を行っている。交流することで、

他ユニットと自ユニットの長所が分かり、職員の意識が向上した。 

 また、残業が多いユニットもリーダーの意識改善があり、新設内の残業は無くなった。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

☆離職理由は給与面・福利厚生面ではなく、次の理由が原因であった。 

✓残業✓複雑な個別対応✓先輩職員の異なる指導内容✓業務習得状況の不安✓相談先が

不明確✓人間関係 

 例えば、複雑な個別対応に圧倒され、ユニットケアは自分に合わないと判断し、採用後

1週間以内で離職する中途採用者も少なくなかった。 

☆新卒職員研修は行っていたが、中途採用職員へも事務長・統括課長・業務課長・介護主

任が時間を掛け行うことで、互いの距離を近付ける機会となった。 

☆2020年度の介護職離職者は 6名に減り、新卒職員の採用が順調なこともあり、2020年 1

月より介護職員の中途採用活動は止めている。 

添付資料 
・新入職員教育プログラム（概要） 

・新入職員教育チェックリスト 
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