
夢のみずうみ村アルペンデイサービススタッフ

第16回

あみ　しげき◆1997年４月社会福祉法人ア
ルペン会入社。特別養護老人ホーム配属。
1999年アルペンハイツデイサービス，2003
年ケアハウスとやま生活相談員を経て，2005
年10月夢のみずうみ村アルペンデイサービ
ス勤務，現在に至る。

【今回の案内人】

マネージャー　網　繁樹

〈インタビュアー〉
株式会社ねこの手　代表取締役／介護コンサルタント　伊藤亜記

　　   夢のみずうみ村
アルペンデイサービス
社会福祉法人
アルペン会

施設概要
住所：富山県富山市小

西170番地
TEL：076-451-9998
FAX：076-451-4411
ホームページアドレス：http:www.alpen.or.jp
営業時間：月～土曜日　８：30～17：30
定員：75人

〈利用者像〉
○年齢層：58～99歳（アルツハイマー型認知症が多い）
○平均年齢：82.1歳
○男女比：一般型４対６，認知症型５対５
○主な疾患：アルツハイマー型認知症，脳血管性認
知症，脳血管障害（片麻痺）など
○介護度：要支援が3.5割，要介護が6.5割

１日の職員配置：18人

併設施設・サービス：特別養護老人ホーム（50床），
ショートステイ（20床），ヘルパーステーション，ケ
アハウスとやま（100床），がんばキッズ（託児所）

夢のみずうみ村アルペンデイサービスは，山
口県で誕生した夢のみずうみ村デイサービス
のフランチャイズ１号施設として，自己選
択・自己決定方式の豊富なメニューと富山独
自の風土に合ったサービスを展開していま
す。また，モデル事業の一環として宅配ビリ
テーションにも取り組んでいます。
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食事の時以外は，「物作り教室」「井戸端会議」
など，いろいろなメニューを行っている。

「ワンステップ・ワングッズ」の役割として，
タンスや机が置いてある。

あんまとほぐしにて
身体のこわばりや
痛みを和らげる。

①いきがい　　②現役（フロア）　　③現役（吹抜）　　④浴場　　⑤着脱　　⑥体育館
⑦ひのき　　⑧ひばり　　⑨お休処　　⑩大奥　　⑪北廊下　　⑫南廊下　　⑬寺

大浴場（大風呂１，小浴２）とひのき湯（小浴室あり）がある。

主なタイムスケジュール
 ９：20
 ９：30
 ９：40
10：00
11：45
13：00
14：00
15：00
15：30

デイサービス到着
本日のメニューを選択
バイタルチェック・水分補給
選択メニュー（物作り教室など）
昼食
選択メニュー（パワリハ）
選択メニュー（入浴など）
茶碗片づけ・帰り準備
帰りの送迎

サービスコンセプト
●夢の湖とは（一人ひとり　～なりたい，～こうなりた
いという気持ちが湖のように流れる水のように，次々
と湧いて枯れない場所で，それを叶える為の施設

●みんなちがってみんないい（ここに集まる人は，
同じ位置に立ち，同じ場所に立ち，同じところに
立って，視野を共有する）
●当事者ケア（利用者さん本位のケア）
●自己選択・自己決定方式　　●宅配ビリテーション

ど）

りた
次々

人は，
ろに

ョン

バイタルチェック
自身でバイタル測定
を行い，体調確認を
行う。

パン作り
準備から片付け
までがリハビリ
の動作となる。

水墨画教室
夢のみずうみ村の利
用者が先生となって
教える。
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利用者が自己選択・自己決定することで
自主性を生み出す
　夢のみずうみ村アルペンデイサービスは，「夢の

みずうみ村」のフランチャイズ１号施設として，統

一されたサービスと富山の風土にあったサービス

を織り交ぜて展開しています。１日のスケジュー

ルは約100種類（パワリハ，書道，健脚教室など）

のメニューの中から，利用者自身に選んでもらう

という，自己選択・自己決定方式をとっています。

　利用者自らが１日をどう過ごすのかを選択・決

定することにより，主体性が働きにくい人からの

意思を引き出すことができ，予定を立てる作業に

より，「自分が分かる」「自分を動かす」きっかけ

にもつながっていきます。さらに，職員からの声

かけで活動するのではなく，自身で立てた予定を

把握し，活動を行うといった自主性が生まれてく

るようになるのです。

　介護期に入ると，誰もが「人に頼りたい」「も

う自分ではできない」といった依存心が出てきま

すが，自己選択・自己決定を行い，利用者自身の

ペースで活動できるようにすることで，「もう一

度人の手を借りずに，自身で頑張ってみよう」「こ

れができるようになったから，次はこれがしたい」

という“いきがいづくり”につながっていくと考
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大浴場（大風呂１，小浴２）とひのき湯（小浴室あり）がある。

昼食はバイキング方式となっている。

今日の予定を100種類のメニューから
選択してもらう。

昼食前の「口の体操教室」も
選択メニューの一つ。

「やってみませんか？」「どうですか？」と意欲を
引き出すよう，職員が声かけすることが大切。
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夢のみずうみ村
方式の宅配
ビリテーション

ギャップ調査
　利用者全員に，生活機能に関する基本チェックリス
トの記入をしてもらい，家族向けに実施介助の実施状
況と負担感に関するアンケート調査を行います。通所
で担当職員による基本調査票を作成し，ADLなどおよび
サービス受給状況モニタリング票にて通所および自宅
訪問時における「能力」評価を行い，ギャップがあった
利用者宅に訪問し，指導者（職員）が家庭の狭いところ
で自宅用に用意したものを使って，施設で行った動作が
実際にできるか生活のコツを確認，指導を行います。

ギャップの見方
•施設でできている動作が，自宅でできていない方
•本人がやれない・できないと思っているが携わる関
係者はできると思う方

•家族が介助を負担と思っている方
•本人ができることを携わる関係者がやってしまっている
方（家族・ヘルパーの介入）

•施設では活動量が多いが，自宅で寝ている・座って
いることが多い方

コンセプト
•自宅で使うものを施設でつくり，自宅
で消費・利用する。焼きたてパン・料
理・陶芸や園芸・手工芸作品など

•生活する能力（日常生活動作）を再取
得し，自宅で実行する（立ち上がり方
法・移動方法・更衣方法・洗身方法・
排泄方法）

•生活する知恵，家電製品やモノや道具
の使い方を学習し自宅で実践する（パ
ソコンやデジタルカメラの使い方・電
気ポットの使い方）

•「できたという感動」を自宅に持ち帰
る

事例紹介 Ａさん，女性，68歳。既往歴：左脳内出血
　Ａさんは，通所では自立歩行にて転倒なく移動可能であり，連続歩行は100ｍ以上行っていました。
しかし，自宅で転倒したり座り損なったりした際，起き上がることが困難で，家人やヘルパーが来る
までベッドに戻ることができませんでした。そのため，自宅では転倒に対する不安も大きく，活動量
が著しく低下していました。また，ギャップ調査から浮かび上がった問題点もあり，転倒の不安から
生活動作が困難と悩んでいました。
　そこで，家屋調査を行い，在宅生活での問題点を把握し，それを通所サービスに持ち帰りＡさんに
合ったリハビリ内容を検討しました。その後，まず施設で床からの起き上がり練習をし，それを自宅
でも練習してもらい，在宅生活につながるよう支援を行いました。
　このように，できる動作が増えることにより，本人がやりたい動作
が生まれます。これからも「これができるようになったら，次はこれ
がしたい」という気持ちを大切にして，夢（想い）を実現できるよう
支援を行っていきたいと思います。
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えています。そして，「できること」「できそうな

こと」「できないこと」を見極め，自分の能力と

意思を明らかにすることにより，生活の回復・人

生の回復が見えてくるようになってきます。

生活リハビリを意識した環境づくり
　一般社会と同じ形に近づけ，計算能力，生活能

力，意思の存在の継続につなげるといった発想か

ら，施設内通貨のシステムを取り入れています。

施設内で活動するには必ず「ユーメ」という施設

内通貨が必要になるので，自然と増やすために活

動するといった繰り返しが通貨流通の浸透につな

がり，通貨が利用者の活動の媒体として有効に作

用しています。

　また，昼食は上げ膳・据え膳ではなく，バイキ

ング形式をとっており，自分でご飯やおかずをよ

そって，お膳をつくるといった心身機能訓練のリ

ハビリとして位置づけています。

　環境面では，段差，坂，階段など，日常生活で

遭遇する可能性のある障壁（バリア）を意図的に

配置した環境（バイアアリー）となっており，施

設内にさまざまな仕掛けを行い，生活リハビリを

行っています。

課題とこれからの目標
　通所介護で行っている生活動作を在宅につなげ

ていくことが課題だと思っています。

　当施設では，2011年10月より，厚生労働省のモ

デル事業として，宅配ビリテーションに取り組ん

でいます。これは，通所で行っている「している

動作」「教わったこと」を自宅に持ち帰り実践す

ることです。施設では行っているが，在宅では

行っていないといった生活動作のギャップおよび

因子を把握し，通所介護の職員および同じような

障害を持つ方が自宅での生活のコツを説明し，家

庭でも施設で行った動作が実際にできるようサ

ポートしていきたいと思っています。

まとめ
　訪問したのは冬の寒い日でしたが，「夢のみず

うみ村アルペンデイサービス」の空間に入ると，

外の寒さを忘れるくらいスタッフと利用者のたく

さんの元気であふれていました。その“元気”の

源を考えてみると，“主役は利用者で，利用者の

やりたいことの実現”が，利用者の笑顔とサポー

トするスタッフの笑顔にも広がっていると分かり

ました。

　介護保険法の基本理念は，利用者の「尊厳の保

持」と「自立支援」ですが，「過介護が良い介護」

と誤解している介護現場もまだまだ多い中で，利

用者に喜んでもらえるメニュー構築にも常に全身

全霊で取り組む「夢のみずうみ村アルペンデイ

サービス」のスタッフには，同じ介護職の仲間と

しても脱帽でした。

　今年の４月から診療報酬と介護報酬が同時に改

定されますが，ますます「要介護者の介護予防」

の意識も求められる中で，読者の皆さんにも利用

者の「尊厳の保持」と「自立支援」について考え

るきっかけになっていただければ幸いです。
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