2021.12.20
２０２２年度（令和４年度）に向けた構想【法人事業計画プレゼンテーション】
【令和３年度事業実績】
➣ｼｮｰﾄｽﾃｲ翠風開設
・ｳｯﾄﾞｼｮｯｸ下における木造建築の実現
・全館 WiFi、ICT･介護ﾛﾎﾞｯﾄ･介護機器･IoT 化
・既設 10 床と合わせて計 30 床に

➣ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰの活用促進
・LIFE へのﾃﾞｰﾀ提供、ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの活用（特別養護老人ﾎｰﾑ･ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）
・介護ﾛﾎﾞﾂﾄ等の増設(J-PAS、Neos+Care、安心ひつじα等)
・新たな機能訓練、介護予防に向けた取り組み（ﾓﾌ測･ﾓﾌﾄﾚ･HUR ｽﾏｰﾄﾀｯﾁ･Zoom 等）
・ｵﾝﾗｲﾝの活用促進（会議･研修･面会･見学•面接•取組報告･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの公開等）
・全介護現場にｲﾝｶﾑ完備
・見守り支援機器(介護ﾛﾎﾞﾂﾄ)使用可能ｴﾘｱの拡張(特別養護老人ﾎｰﾑ•本館)
・情報伝達、情報共有の促進（VPN を用いた NAS の外部接続･E ﾒｰﾙの活用促進等）
・各種実証事業等への協力（外部･他業種･産官学連携）
・「みえ介護ﾌｪｱ 2021」への参画(2018 年から 4 年連続)

➣その他
・外国人介護人材の雇用（特定技能）
・三重労働局 令和 3 年度安全衛生に係る優良事業場｢安全衛生努力賞｣受賞
・上記にかかる情報発信及び新聞社等からの取材 など

☆参考➀ 大学教授（意見交換時のご発言）
・評価判定のためのﾃﾞｰﾀ取得は、測定者によるばらつきがなく、数字で示せるもの
(ﾃﾞｼﾀﾙ測定によるﾃﾞｰﾀ)が最もよい。
三十三ﾄﾋﾟｯｸｽ（2021.4）
個々人の身体計測ﾃﾞｰﾀに基づく健康管理個々人の身体状態に合った運動方法を、
どのように見つければよいのでしょうか？(略)
日常的に身体の状態を簡便に計測する方法として、最近、腕時計型またはﾘｽﾄﾊﾞﾝ
ﾄﾞ型のｽﾏｰﾄｳｫｯﾁが注目されています。超小型ｾﾝｻとｺﾝﾋﾟｭｰﾀを内蔵しており、心拍数、
移動距離、距離歩行数、睡眠時間や睡眠の質、消費ｶﾛﾘｰなどが計測でき、24 時間継
続して計測ﾃﾞｰﾀが得られ、ｽﾏﾎや PC にﾃﾞｰﾀを送信できる機能は大きなﾒﾘｯﾄです。
これらの機器で計測した個々のﾃﾞｰﾀは、医療用機器に比べると精度は劣ります。
しかし、多種類のﾃﾞｰﾀの経時的な変化を統計的に判断するｼｽﾃﾑを開発すれば、効果
的な運動方法を見つけ出すことは容易です。
ﾃﾞｰﾀに基づいた生活習慣の改善
あなたはﾃﾞｰﾀに基づいた健康管理をしていますか？健康診断で、良くない検査ﾃﾞ
ｰﾀが出た場合には、生活習慣の改善、特に効果的な運動が必要です。また改善した
効果がﾃﾞｰﾀで把握できないと、運動を継続させることは難しいと思います。読者の
皆様には、ﾃﾞｰﾀに基づいた生活習慣の改善を目指していただきたいと思っておりま
す。
(鈴鹿医療科学大学 医用工学部 医療健康ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学科 教授 鶴岡 信治)
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☆参考➁ 老施協ﾃﾞｼﾞﾀﾙ投稿内容
（｢今後 10 年の介護業界の変化｣について
のｺﾒﾝﾄ）
・特養を運営されている理事長の方の 2021.6.2 の投稿
『介護は人なり』であるが、『人ありき』では無い事を意識すべきだと思う。
・特養の介護職員の方の 2021.6.17 の投稿
今、現場で従事する私たち一人ひとりの志に比例した変化をしていると思います。
☆参考➂ ﾓﾌﾄﾚ通信 -Vol.021- 2021.04.28
孤立状態の回避と幸福感向上には相関があり、ﾃﾞｼﾞﾀﾙの重要性が高まる
ｺﾛﾅの影響によって、これまでの親戚、地元、社会とのつながりといった従来型
のｺﾐｭﾆﾃｨを基盤としてきた生活が激変し、個々人の「社会的孤立ﾘｽｸ」が高まって
います。
三菱総合研究所では、これを「つながり力」と定義し、2020 年に実施した調査
では、「友人・知人（家族を含まない）と 2～3 日に 1 回以下しか話をしない」と
いう社会的孤立状態にある人は 19.6%、孤独感が高い人も 24.7%に達していまし
た。孤独感は同居家族がいても必ずしも解消されず、親世代と同居している人
（三世代同居等は除く）でも孤独感が高い人が 34.8%に達しています。このような
人々は、「つながり力」が低く、より一層孤独を感じていると思われます。
この孤独感と幸福感には負の相関があり、従来型のｺﾐｭﾆﾃｨが主たるつながりの
場になっている人にとってはこのつながり力をいかに高められるかが幸福感の増
加にもつながります。
人によっては、このﾘｽｸがむしろ低くなる可能性があることがわかりました。在
宅勤務に代表されるように、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ技術の高度化と活用によって、必ずしもﾘｱﾙな
つながりがなくともｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれ、あらたなｺﾐｭﾆﾃｨが数多く生まれています。
これらをうまく活用している人たちがいます。ﾃﾞｼﾞﾀﾙだからこそ、自分の嗜好に
あわせて同時に複数ｺﾐｭﾆﾃｨに参加でき、そこからの脱退も容易です。ｱﾊﾞﾀｰと呼ば
れる自分の分身が参加することであたかも複数の人格を持つようなことが可能と
なってきています。
ﾃﾞｼﾞﾀﾙは今後の孤立状態回避において重要な技術であり、個々人のつながり
力、すなわち幸福感により大きな影響を与えると考えます。つながり力が低いと
いって一面的にとらえるのではなく、自分の趣味、趣向、経験等、自分が必要と
するｺﾐｭﾆﾃｨに参加しやすいようなﾃﾞｼﾞﾀﾙの活用が、あらたな社会基盤の安定と成
長につながると期待します。以上
(文/（株）三菱総合研究所ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｽ開発本部 ﾁｰﾌ事業開発ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 木田 幹久)
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―当会の介護現場における革新的取組の考え方―
➣一般的な「革新」の定義：
・習慣、制度、組織、方法などを改めて、新しくすること。現状を変えること。改新。
変革(ｺﾄﾊﾞﾝｸ)
・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 新しいｱｲﾃﾞｱから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化
(ｿｰｼｬﾙｲﾝﾊﾟｸﾄ)をもたらす自発的な人・組織・社会の幅広い変革を意味する。つ
まり、それまでのﾓﾉ・仕組みなどに対して全く新しい技術や考え方を取り入れて新
たな価値を生み出して社会的に大きな変化を起こすことを指す(｢Wikipedia｣)
➣当会の介護現場における「革新」の定義：
・各種ﾃｸﾉﾛｼﾞｰを通常の使用方法から、さらに一歩踏み込み(工夫し)或いは複数の機器、
機能を組み合わせて使用し、新たな価値を創造すること(求める価値は、生産性向上・
働き方改革と質の向上の両立)
時間軸

【従来】
ﾀｽｸ①
↓ 移動
ﾀｽｸ②
↓ 移動
ﾀｽｸ③

【改善(革新ではない)】
【革新】
ﾀｽｸ①
ﾀｽｸ①②③…極力時間を重ねる
ﾀｽｸ②
移動など時間の
(同時進行･自動処
ﾀｽｸ③
重なりを少なく
理）
する

（１）ﾏﾙﾁﾀｽｸ
①ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(2 画面)･ﾄﾘﾌﾟﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(3 画面)･ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ(複数端末)使用
②GoogleDocument 等を活用した文書作成(複数人による同時入力･事務処理)
③排泄予測ﾃﾞﾊﾞｲｽ Dfree、見守り支援ﾛﾎﾞｯﾄ 眠り SCAN•Neos＋Care、
介護ｿﾌﾄ BlueOceanNoteⅡの組み合わせ
・夜間等における適切な排せつ支援ﾀｲﾐﾝｸﾞの判断
・ｾﾝｻ-感知ﾃﾞｰﾀの介護ｿﾌﾄへの自動記録
④測定血圧(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ血圧計)、測定体温(非接触式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体温計)の介護ｿﾌﾄへの自動記録
⑤複数のｵﾝﾗｲﾝ研修等への同時出席 など
（２）NAS や E-mail を使用したﾃﾞｼﾞﾀﾙ文書の共有、Docuworks 文書の NAS 内ﾌｫﾙﾀﾞへの自動保存
（３）Zoom、ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ端末を用いた地域における介護予防教室
（４）ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ端末、ｱﾌﾟﾘを用いた体力ﾃｽﾄ結果、機能訓練結果のﾘｱﾙﾀｲﾑ
ﾚﾎﾟｰﾄ出力
（５）ﾓﾊﾞｲﾙ WiFi ﾙｰﾀｰの活用
➀事業場外からのｵﾝﾗｲﾝ会議への出席、研修受講
NAS
➁事業場外からの NAS へのｱｸｾｽ(VPN との組み合わせ)
➂居宅介護支援：利用者自宅におけるｵﾝﾗｲﾝｻｰﾋﾞｽ担当者会議の開催(記録を含む。)
（６）事業場外からのﾃﾞｼﾞﾀﾙ勤怠管理ｼｽﾃﾑへのｱｸｾｽ（ｸﾗｳﾄﾞ､ｱﾌﾟﾘ）
➣当会において現場革新に該当しないと考えるもの
・PC、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ PC、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ、ｽﾏﾎ、ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ端末の単なる使用
・部署間ﾒｰﾙによる情報伝達、共有
・介護ｿﾌﾄによる介護、看護、介護支援記録、介護報酬請求(LIFE を含む。)
・介護ﾛﾎﾞｯﾄ、介護機器、ｱﾌﾟﾘの単体での使用、通常使用
・ｵﾝﾗｲﾝｱﾌﾟﾘの使用(ｶﾚﾝﾀﾞｰｱﾌﾟﾘ等との連携を含む。)
・ｲﾝｶﾑの使用
・NAS の使用
・ﾍﾟｰﾊﾟﾚｽ化 など
・外部でのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新作業
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
・IC ﾀｲﾑｶｰﾄﾞの使用
・ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ、ﾌﾞﾗｽﾄﾁﾗｰの使用
・ｿﾌﾄ食の調整
・非接触式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体温計、ｻｰﾏﾙｶﾒﾗの使用
・音声入力ｿﾌﾄの使用
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時間軸

【従来】
ﾀｽｸ①
↓ 移動
ﾀｽｸ②
↓ 移動
ﾀｽｸ③

【改善(革新ではない)】
【革新】
ﾀｽｸ①
ﾀｽｸ①②③…極力時間を重ねる。
ﾀｽｸ②
移動など時間の
(同時進行･自動処
ﾀｽｸ③
重なりを少なく
理）
する。

（１）ﾏﾙﾁﾀｽｸ
①ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(2 画面)･ﾄﾘﾌﾟﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(3 画面)･ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ(複数端末)使用
②GoogleDocument 等を活用した文書作成(複数人による同時入力･事務処理)
③排泄予測ﾃﾞﾊﾞｲｽ Dfree、見守り支援ﾛﾎﾞｯﾄ 眠り SCAN•Neos＋Care、介護ｿﾌﾄ
BlueOceanNoteⅡの組み合わせ
・夜間等における適切な排せつ支援ﾀｲﾐﾝｸﾞの判断
・ｾﾝｻ-感知ﾃﾞｰﾀの介護ｿﾌﾄへの自動記録
④測定血圧(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ血圧計)、測定体温(非接触式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体温計)の
介護ｿﾌﾄへの自動記録
⑤複数のｵﾝﾗｲﾝ研修等への同時出席 など
（２）NAS や E-mail を使用したﾃﾞｼﾞﾀﾙ文書の共有、Docuworks 文書の NAS 内ﾌｫﾙﾀﾞへの自
動保存
（３）Zoom、ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ端末を用いた地域における介護予防教室
（４）ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ端末、ｱﾌﾟﾘを用いた体力ﾃｽﾄ結果、機能訓練結果のﾘｱﾙﾀｲﾑ
ﾚﾎﾟｰﾄ出力
（５）ﾓﾊﾞｲﾙ WiFi ﾙｰﾀｰの活用
➀事業場外からのｵﾝﾗｲﾝ会議への出席、研修受講
NAS
➁事業場外からの NAS へのｱｸｾｽ(VPN との組み合わせ)
➂居宅介護支援：利用者自宅におけるｵﾝﾗｲﾝｻｰﾋﾞｽ担当者会議の開催(記録を含む。)
（６）事業場外からのﾃﾞｼﾞﾀﾙ勤怠管理ｼｽﾃﾑへのｱｸｾｽ（ｸﾗｳﾄﾞ､ｱﾌﾟﾘ）
➣当会において現場革新に該当しないと考えるもの
・PC、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ PC、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ、ｽﾏﾎ、ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ端末の単なる使用
・部署間ﾒｰﾙによる情報伝達、共有
・介護ｿﾌﾄによる介護、看護、介護支援記録、介護報酬請求(LIFE を含む。)
・介護ﾛﾎﾞｯﾄ、介護機器、ｱﾌﾟﾘの単体での使用、通常使用
・ｵﾝﾗｲﾝｱﾌﾟﾘの使用(ｶﾚﾝﾀﾞｰｱﾌﾟﾘ等との連携を含む。)
・ｲﾝｶﾑの使用
・NAS の使用
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
・外部でのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新作業
・ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ、ﾌﾞﾗｽﾄﾁﾗｰの使用
・IC ﾀｲﾑｶｰﾄﾞの使用
・非接触式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体温計、ｻｰﾏﾙｶﾒﾗの使用
・ｿﾌﾄ食の調整
・音声入力ｿﾌﾄの使用
・ﾍﾟｰﾊﾟﾚｽ化 など

➣国民･社会の「福祉」に対する価値創造ｲﾒｰｼﾞ
経済･教育など社会活動
国民…労働･学業･余暇活動などを行いやすい社会に
ｴｯｾﾝｼｬﾙﾜｰｶｰ※… 福祉分野(高齢・障がい・児童など)
※「生活を維持するために欠かすことができない業務に携わっている労働者」
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【令和４年度事業計画目標(素案)】
➣良質の介護福祉ｻｰﾋﾞｽの提供に向けて
〜介護福祉のよいところは守り、見直すべきところは“飛躍的な革新”を図る〜
・重点項目（評価項目）
：
「人材確保」、
「人材育成」、
「現場革新:今ある介護基盤に機器
をさらに連動させる(IoT 化の促進・創出・革新)」
・方向性：常に視野や思考は広く。新たな価値創造への可能性を見いだす。
〜もうここからの道はない。介護福祉の未来をｽﾀｯﾌが切り拓いていく〜

介護は人が
するものも
のだよね…

時間ない
よね…

使えるものが
ないよね…

人がいない
よね…

☆ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ業務
☑︎物質的資源(ｼｽﾃﾑの構築を含む)の投入により、ｽﾀｯﾌの意識や環境を革新し、介護
福祉ｻｰﾋﾞｽの質と生産性の向上を図る
・得られたﾃﾞｰﾀを読み解く力を養う
・
「走り」ながら「考える」ことが必要
な時代
・VBA(ﾏｸﾛ)、Excel 関数を用いた勤務表･送迎表等、ﾃﾞｨｸﾃｰｼｮﾝ機能(音声入力)の
各部署での活用
・対面の意義や良さを理解した上で、ｵﾝﾗｲﾝを活用(情報の伝達･共有･連携･発信(外
部･動画を含む)、会議･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、研修受講、面会･面談•見学•面接、ﾃﾚﾜｰｸ等）
・ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ端末、5G、AI 等の現場活用の検討
・調査、研究、試行、実証、提案、産官学連携、講師等派遣の推進
・働き方改革と SX(※1)(DX(※2)を含む)、事業継続経営(BCM)
(※1) ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ・ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ
不確実性に備えた当会の中長期的なﾘｽｸと機会の双方を
把握し経営に反映した持続可能ﾓﾃﾞﾙへの転換
(※2) ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ IT の浸透による生活の良化

☆専門的業務(ﾌﾛﾝﾄｵﾌｨｽ業務)
☑︎利用者、ｽﾀｯﾌともに安全で、満足度の高いｹｱの実施
・自立支援、自律支援介護の実践とﾃｸﾉﾛｼﾞｰの融合
・ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑ･e ｽﾎﾟｰﾂ･ﾒﾀﾊﾞｰｽ等の活用や新たなﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｺﾐｭﾆﾃｨ(地
域社会)形成に向けたﾁｬﾚﾝｼﾞ
・VUCA(※3)の時代を乗り越える知識と柔軟な思考を兼ね備えた人材の育成
(※3) ﾋﾞｼﾞﾈｽ用語
Ｖolatility(変動性)•Ｕncertainty･(不確実性)•Ｃomplexity(複雑性)•
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Ａmbiguity(曖昧性)の頭文字を並べたｱｸﾛﾆﾑ(複数の単語から構成された合成語
の頭文字を繋げて作られた語)(｢Wikipedia｣)

・多職種･他産業との人的なﾈｯﾄﾜｰｸの拡大(ｽﾀｯﾌﾚﾍﾞﾙ)
・外国人介護人材の雇用促進
☆その他
☑︎事業等の評価(経過報告•成果報告を含む。)
・｢みえ福祉第三者評価｣受審(特別養護老人ﾎｰﾑ)
・厚生労働省科学的介護情報ｼｽﾃﾑ「LIFE」の活用促進
・｢みえ働きやすい介護職場取組宣言｣の継続及び新たな認証等の取得検討
・実証等により得られた成果及び公表
口腔･栄養･機能訓練･認知症ｹｱ等

PDCA ｻｲｸﾙに基づいたｹｱの実践

QOL の向上(ご本人･ご家族)

■各部署計画の種
・より多くの人にこれまで以上の価値(Value)を感じてもらうには、喜んでもらうには？
・当会のｻｰﾋﾞｽを利用していることが一つのｽﾃｰﾀｽになるには？利用者・家族の潜在的満足は？
・自宅、公民館、事業所等での介護予防教室の開催、ｵﾝﾗｲﾝ等の活用による新たなｺﾐｭﾆﾃｨの形成、
活動•参加の場を構築するには？
・共生型ｻｰﾋﾞｽを推進していくには？
・Apple Watch のﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ機能、ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑ、e ｽﾎﾞｰﾂ等は介護現場で使えるのか？
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等の記事に対するﾘﾂｲｰﾄ(双方向のやり取り)をしていこう！
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞだけでなく、TikTok や YouTube への動画配信(ﾊﾞｽﾞる仕掛け)
・当会における「生産性向上」｢働き方改革｣の Step
0 理念･方針の共有･浸透

1 規則･規程の整備

2 環境の整備

3 人材の配置

4 計画･実践･観察•評価･新たな展開

5 情報発信(数は多いほどよい)

・
「財を遺すは下、事業を遺すは中、人を遺すは上なり。されど財無くんば事業保ち難く、
事業無くんば人育ち難し」(後藤新平(医師、官僚•政治家))
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