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➣特別養護老人ホーム
(ﾕﾆｯﾄ型個室80床･8ユニット)

暮らす

常に介護が必要で、ご自宅での生活が困難な方が入
居し、個別ケアプラン(介護計画)に基づいた日常生
活全般の支援を行います。（原則要介護３の方）
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➣ショートステイ
(ﾕﾆｯﾄ型個室10床･1ユニット)

泊まる

介護をしている家族が、冠婚葬祭や病気・出産、休養や
旅行等により、 一時的に自宅での介護が出来なくなっ
たときに、１泊２日から１月程度ご利用していただけま
す。（要支援・要介護対象）
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➣デイサービスセンター
(定員70名)

通う

送迎、健康チェック、日常生活上の介護、入浴、機能訓
練、食事・おやつ、アクティビティ（ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ）など、ご
本人に応じたケアやメニューを提供します。（要支援
1・2、要介護1～5、総合事業対象者の方）
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➣居宅介護支援事業所
(ケアマネジャー)

ｹｱﾌﾟﾗﾝ

ケアマネジャー（介護支援専門員）の資格を持った職員
が、 ご本人の心身の状況やご家族のご希望に沿ったケ
アプラン（介護サービス計画） を作成します。サービス
事業者への連絡調整や利用の手配などを行います。
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➣ショートステイ
(ﾕﾆｯﾄ型個室20床･2ユニット)

泊まる

介護をしている家族が、冠婚葬祭や病気・出産、休養や
旅行等により、 一時的に自宅での介護が出来なくなっ
たときに、１泊２日から１月程度ご利用していただけま
す。（要支援・要介護対象）
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「6つの高齢者福祉・支援サービス」

➣フレイル予防デイリーアクションプログラム

【鈴鹿市受託事業、地域住民対象 介護

予防教室】※地域(公民館等) 又はデイ

サービスで開催(Webも可能)

➣特別養護老人ホーム
(ﾕﾆｯﾄ型個室80床･8ユニット)

➣居宅介護支援事業所
(ケアマネジャー)

➣ショートステイ
(ﾕﾆｯﾄ型個室20床･2ユニット)

➣デイサービスセンター
(定員70名・共生型生活介護指定)

暮らす

泊まる

通う

ｹｱﾌﾟﾗﾝ

地域
生活を
支える

➣ショートステイ
(ﾕﾆｯﾄ型個室10床･1ユニット、共生型短

期入所指定)

泊まる
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・ケアプラン作成
・デイサービスのご利用
・ショートステイのご利用
・介護予防教室へのご参加
・特別養護老人ホームの入居 など

介護に関するご相談をお受けいたします
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鈴鹿グリーンホームの介護サービスの特徴
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介護ロボット・介護機器
（テクノロジー）の活用
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職員の腰痛予防（装着型ロボット）

HAL®︎(ﾊﾟﾜｰｽｰﾂ)

特別養護老人ホーム 1台(2017年導入～2022.4(使用期限満了につき返却)） 11



職員の腰痛予防（装着型ロボット）

ﾏｯｽﾙｽｰﾂ(ﾊﾟﾜｰｽｰﾂ)

特別養護老人ホーム 1台(2018年導入) 12



職員の腰痛予防（装着型ロボット）

特別養護老人ホーム・ショートステイ 1台(2021年導入)

J-PAS︎(ﾊﾟﾜｰｽｰﾂ) ショートステイの送迎業務にも使用

13



職員の腰痛予防（非装着型ロボット）

特別養護老人ホーム 1台(2017年導入)

i-PAL(ｱｲﾊﾟﾙ)
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職員の腰痛予防（非装着型ロボット）

S︎AS︎UKE(ｻｽｹ)

特別養護老人ホーム 1台(2021年導入) 15



職員の腰痛予防（介護機器）

電動リフト
(居室で使用)

特別養護老人ホーム・ショートステイ 計3台(2011年～導入) 16



職員の腰痛予防（介護機器）

電動リフト
(浴室で使用)

特別養護老人ホーム・ショートステイ 5台(2014年～導入) 17



職員の腰痛予防（介護機器）

デイサービスセンター 1台(2021年導入)

電動リフト
(ｽｶｲﾘﾌﾄ、ﾄｲﾚで使用)
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職員の腰痛予防（機械式浴槽）

機械式個浴

特別養護老人ホーム・デイサービスセンター 計6台(2008年～導入) 19



職員の腰痛予防（機械式浴槽）

車いす式
機械浴

寝台式機械浴

特別養護老人ホーム 1台
(1994年～導入)

特別養護老人ホーム・デイサービスセンター
計2台(1994年～導入) 20



見守り支援（マット系センサーロボット）

特別養護老人ホーム・ショートステイ 計15台(2018年導入)

眠りS︎CAN(訪室回数軽減、夜勤負担軽減)

睡眠・覚醒、脈拍、呼吸、臥位・座位、睡眠グラフ
を手元端末でリアルタイム確認
１時間ごとに介護記録ソフトに自動記録
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見守り支援（カメラ系センサーロボット）
Neos+Care
(シルエット機能付、訪室回数軽減、夜勤負担軽減)

特別養護老人ホーム・ショートステイ・ショートステイ翠風 計16台(2020年・2021導入・
2023年増台予定) 22



見守り支援（マット系センサーロボット）

ショートステイ翠風 30台(2021年導入)

安心ひつじα 
(ナースコール機能付、訪室回数軽減、夜勤負担軽減)
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見守り支援・介護業務支援（カメラ系センサーロボット）

HitomeQケアサポート
(訪室回数軽減、夜勤負担軽減、利用者状況把握)

ショートステイ翠風 10台(2021年・2022年使用・2022年導入) 24



排せつ予測（介護ロボット）

Dfree
(排せつ介助負担軽減)

特別養護老人ホーム・ショートステイ 1台(2020年導入) 25



コミュニケーション（介護ロボット）

ﾒﾝﾀﾙｺﾐｯﾄ ﾛﾎﾞ
パロ

特別養護老人ホーム 1台(2017年導入) 26



情報通信技術（ICT）

BlueOceanNOTEⅡ
Wiseman
(介護ソフト・記録業務負担軽減)

全部署 計29ライセンス(2019年導入)

全職員がPC・Surfaceで記録

厚生労働省「科学的介護情報
システム LIFE(旧CHASE)」

(2020.5～)

27



情報通信技術（ICT）

測定した体温・血圧は
介護ソフトに自動記録

デジタル体温計・デジタル血圧計
(記録業務負担軽減)

特別養護老人ホーム・ショートステイ 各6台(2020年導入) 28



情報通信技術（ICT）

インカム
(情報伝達・情報共有)

職員全員がインカムを装着することで、
情報連携・情報共有だけでなく、職員の精神的な負担も軽減

全部署 計69台(2019年～導入) 29



情報通信技術（ICT）

VoiceFun
(アプリ・記録業務負担軽減)

居宅介護支援 6ライセンス(2018年導入)

ケアマネジャーの帳票記録は
音声で入力

AGEphone
(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用内外線通話アプリ)

ショートステイ翠風 4台(2021年
softphone導入→2022年変更)

見守り支援機器viewer(2機種)
とのワンデバイス化
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NAS (Network Attached Storege)

モバイルWiFiルーター
(情報共有・事務負担軽減)

LINEオープンチャット
(職員への情報伝達･情報共有)

情報通信技術（ICT）

各部署の端末からアクセス
外部からの接続可能(VPN)

全部署(2018年・2021年･2022年導入) 31



情報通信技術（ICT）

X‘ion
(アプリ・ICカード労務管理･勤務管理業務負担軽減)

申請、承認はオンライン上で

全部署 計3台(2020年・2021年導入) 32



情報通信技術（ICT）

Nintendo S︎witch
(eスポーツ･アクティビティ)

新しいアクティビティにチャレンジ！
今後、様々なアプリの活用を検討

デイサービスセンター 1台(2022年導入) 33



テクノロジー活用【レベル１：介護ソフトの活用による介護看護記録･1端末化･自動記録】

➀介護ソフト
「BlueOceanNoteⅡ」

➁体温測定記録

➁血圧測定記録

➁見守り支援ﾛﾎﾞｯﾄ
「安心ひつじα」情報

➀介護ソフト「ワイズマン
在宅ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援ｼｽﾃ
ﾑ」

➁音声入力ｿﾌﾄ
「VoiceFun」

音声による
業務記録

➁見守り支援機器
「眠りSCAN」情報

自動記録

自動記録

自動記録

手元端末
確認

➁見守り支援ﾛﾎﾞｯ
ﾄ「Neos+Care」情報

手元端末
確認
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テクノロジー活用【レベル１： WiFi･NAS(Network Attached Storage、ﾈｯﾄﾜｰｸHDD)、Eメール等の活用によ
る情報伝達･情報連携･事務処理】

VPN(Virtual Private Network
(仮想ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ）)接続

or

pdf形式化

勤怠管理ｼｽﾃﾑ

VPN(Virtual Private Network
(仮想ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ）)接続 ﾓﾊﾞｲﾙWiFiﾙｰﾀｰ

手元端末

ｵﾝﾗｲﾝ会議ｱﾌﾟﾘ
による会議の開
催･出席

➣NAS内のﾃﾞｰﾀは手元端末で確認
(外出先でも確認可)
➣規程･ﾏﾆｭｱﾙ等の文書はNASに保管
➣紙媒体の文書もpdf形式で保管
➣部署間ﾒー ﾙ･LINEWORKS･GoogleWorkspace活用
➣ｵﾝﾗｲﾝ会議ｱﾌﾟﾘの活用(会議の開催･出席等）
➣手元端末から勤怠管理･申請･承認

部署間ﾒー ﾙ･
LINEWORKS･
GoogleWorkspac
eの活用
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➀排せつ予測デバイス「Dfree」
→膀胱内尿量を「vierer」手元端末
で確認

➁見守り支援機器眠りSCANの
「viewer」→睡眠・覚醒状況をリアル
タイムで確認

➂1時間ごとに呼吸数、心拍数、離
床回数・時間、覚醒回数・睡眠回数・
時間を介護ソフトに自動的に記録

尿量と覚醒状況を確認し、排せつ支援

・訪室回数の減少

・トイレ誘導時の排せつ率向上

➂介護ソフト

➀Dfree

➁眠りSCAN
のviewer

➀Dfree
のviewer

➂眠りSCANデータ
の自動記録

➁眠りSCAN

テクノロジー活用【レベル３：ＩＣＴと介護ロボットの組み合わせ➀】
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➀安心ひつじα

➀ﾅｰｽｺｰﾙ機能付き見守り支援機器
「安心ひつじα」
・ﾅｰｽｺｰﾙ「vierer」を手元端末で確認
・呼吸、心拍（離臥床、体動）を
｢viewer」手元端末で確認

➁見守り支援機器｢Neos+Care」の
「viewer」→離臥床、体動を手元端末で
ﾘｱﾙﾀｲﾑ確認
同時にｱﾗｰﾑを手元ｽﾏｰﾄﾌｫﾝに通知
➂ﾅｰｽｺｰﾙ、呼吸数、心拍数、離床回
数・時間をｻｰﾊﾞー に自動保存
➃ｲﾝｶﾑ又はｽﾏｰﾄﾌｫﾝ内外線通話ｱﾌﾟﾘ
「AGEphone」による情報連携
→見守り支援にかかる業務負担が

大幅に軽減
・訪室回数の減少
・ﾋﾔﾘﾊｯﾄ事例、事故の発生防止、
再発の防止

➁サーバー端末

➁Neos+Care
のviewer

➀安心ひつじ
αのviewer

➂サーバー

➂クラウドサーバー

出典:株式会社ｴﾇｼ゙ ｪｲｱｲ HP

テクノロジー活用【レベル３：ＩＣＴと介護ロボットの組み合わせ➁】

➁スマートフォン
(スタッフ携帯)

➁Neos+Care
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情報通信技術（ICT）

Zoomなどのオンラインコミニュケーションアプリ

（会議・研修など）
感染症予防・会場までの
移動時間等の負担を削減

全部署 (2020年導入) 38



情報通信技術（ICT）

Zoomなどのオンラインコミニュケーションアプリ

（面会、施設見学、採用面接など）

全部署 (2020年導入) 39



情報通信技術（ICT） 体力テストの自動測定
体力テスト結果の自動記録、
リアルタイムレポート出力モフ測(Moffバンド)

（体力測定用ウェアラブル端末、アプリ）

デイサービスセンター 5本(2020年導入) 40



情報通信技術（ICT）

モフトレ(Moffバンド)

（オンライン機能訓練・アクティビティツール、アプリ）

動画による機能訓練
トレーニング結果の自動記録
リアルタイムレポート出力 デイサービスセンター 5本(2021年導入) 41



情報通信技術（ICT）

HURスマートタッチ
（トレーニングマシン）

負荷と回数の自動設定
トレーニング結果の自動記録
リアルタイムレポート出力

デイサービスセンター 5台(2018年導入)

・アダクション／アブダクション
・チェストプレス
・プッシュアップ／プルダウン
・アブドメン/バック
・レッグプレス
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～その他の機能訓練用機器・器具～

redcord® ﾘｶﾝﾍﾞﾝﾄﾊﾞｲｸ ｱｼｽﾄｳｫｰｶｰ (免荷機能付)

デイサービスセンター (2018年導入) 43



１(１)Moffﾊﾞﾝﾄﾞ「ﾓﾌ測」体力ﾃｽﾄ
(TUG・CS-30・開眼片脚立位)

１(２)身長・体重・握力測定
２「基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」

(公民館･ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰなど)

３ HURｽﾏｰﾄﾀｯﾁ
(ﾏｼﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)

４ redcord®
(体幹ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)

５ Moffﾊﾞﾝﾄﾞ「ﾓﾌﾄﾚ」
(動画で軽運動)

６ Zoomを用いた音楽ﾚｸ(同時･
複数箇所(公民館･自宅･ﾃﾞｲ
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ･特養ﾕﾆｯﾄなど))、
口腔･栄養･医療･認知症等の
専門職指導

ﾘｱﾙﾀｲﾑﾚﾎﾟｰﾄ
(ｾﾗﾋﾟｽﾄからの説明･指導、成果の共有)

Moffﾊﾞﾝﾄﾞ
×
HUR
×

redcord®
×

Zoom
×
P4S

テクノロジー活用【レベル４：デジタルツールの活用による機能訓練･介護予防】
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デイサービスセンター

･HURｽﾏｰﾄﾀｯﾁ

･身長測定、体重測定、BMI算出、握力測定、基本
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ、BarthelIndex、DBD-13、（MMSE）

･ﾓﾌ測（TUG、CS-30、開眼片脚立位）

筋ﾄﾚ

･Redcord®（ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾘﾝｸﾞ･ﾚｯｸﾞｽﾘﾝｸﾞ･筋
緊張緩和）

･ﾘｶﾝﾍﾞﾝﾄﾊﾞｲｸ
･ｱｼｽﾄｳｫｰｶｰ

体幹ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｽﾘﾝｸﾞ

･ﾓﾌﾄﾚ
･音楽ｾﾗﾋﾟｰ（軽体操、ｺｸﾞﾆｻｲｽﾞ、回想
法、ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）

･eｽﾎﾟｰﾂ、ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑ
･計算ﾄﾞﾘﾙ、漢字ﾄﾞﾘﾙ ･読み聞かせ
･ものづくり ･料理、塗り絵等

ﾛｺﾓ予防ﾄﾚー ﾆﾝｸ゙
日常生活動作ﾄﾚー ﾆﾝｸ゙
ﾚｸﾘｴー ｼｮﾝ

･移乗動作 ･入浴動作
･排せつ動作 ･食事動作等

歩行訓練 ･平行棒、70m歩行等

ｾﾗﾋﾟｽﾄによる
手技

ｱｾｽﾒﾝﾄ

日常生活動作
反復訓練

日常生活･在宅生活の継続

その他 ･ﾗｼﾞｵ体操
･健康保健指導
･口腔ｹｱ、指導 ･栄養ｹｱ、指導
･ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽへの通い(活動と社会
参加)

呼吸循環器
系ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ鈴鹿ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ 介護予防・重度化防止・健康寿命延伸 ｽｷｰﾑ（R4.4）

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ(毎月)
評価（3か月毎）
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HitomeQ ｹｱｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ
(ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ株式会社)

出典：DEMBASE_a3_180601_kanni_ol.pdf (igakuken.or.jp)

日本語版BPSDｹｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
DEMBASE

(公益財団法人東京都医学総合研究所)

出典：HitomeQ ケアサポート | コニカミノルタ (konicaminolta.com)

認知症の診断
認知症高齢者の日常生活自立度

認知症ｹｱ
×

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

➀状態把握

➁観察
➅状況記録

➆改善状況把握(A)
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸﾃﾞｰﾀの
活用（ｹｱ展開）、
評価(C)

➁観察・評価→➂背景要因の分析
→➃ｹｱ計画(P)→➄実行(D)

テクノロジー活用【レベル４：ＩＣＴとツールの組み合わせ】

➇分析

【Ｒ4実施予定】
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https://www.igakuken.or.jp/mental-health/DEMBASE_a3_180601_kanni_ol.pdf
https://www.konicaminolta.com/jp-ja/care-support/service/hitomeq-caresupport/


【ケアマネジメントサイクルにかかる生産性向上(居宅介護支援)：AIは使用でき次第】

P(計画)

D(実行) C(評価)
※LIFE

A(改善)

ｲﾝﾃｰｸ

ｹｱﾌﾟﾗﾝ原案作成

ｻｰﾋﾞｽ担当者会議

ｻｰﾋﾞｽ等調整

給
付
管
理

ｱｾｽﾒﾝﾄ

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

説明･同意･交付

第1表･･･ＣＭ
第2表･･･ＡＩ

作成
第3表･･･ＡＩ

作成

第4表、第5表
･･･音声入力

等活用

第6表、第7表
･･･ＡＩ

➣活用するべきﾂｰﾙ
･介護ｿﾌﾄ
･ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟPC、ｽﾏｰﾄﾎﾝ等のﾃﾞﾊﾞｲｽ
･音声入力ｿﾌﾄ
･ｱﾌﾟﾘ(ｵﾝﾗｲﾝ会議、情報連携、AI)
･WiFi、LAN、NAS

【Ｒ4実施予定】
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(４)①LIFEﾌｨｰﾄﾞ
ﾊﾞｯｸ（暫定版）
2021.8ｻｰﾋﾞｽ提供部
分「C」「A」

(３)個別ｹｱの提供
「D」

➀１日あたりの時間／回数(離床･座位保持･立
ち上がり)【FORM_0600_2021_01】

➁排せつの状態に関するｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ･支援計画書
排せつ(日中)の状況
【FORM_0600_2021_01＆02】

➂自立支援促進に関する評価･支援計画書
支援実績(日々の過ごし方、居場所づくり)
【FORM_0700_2021_01】

➃個別機能訓練計画書(機能訓練の長期･短期
目標への活動参加の位置付け数)
【FORM_0330_2021_02】

➄生活機能ﾁｪｯｸｼｰﾄ(ADL) 
【FORM_0320_2021】

➅興味･関心ﾁｪｯｸｼｰﾄ(任意)

施設サービス計画書のニーズの変化
ケアプラン第２表「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」の比較

LIFE
×

PDCAｻｲｸﾙ
×

ｹｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
×

BlueOceanNoteⅡ

(２)施設ｻｰﾋﾞｽ計画書「P」

(５)施設ｻｰﾋﾞｽ計画「P」

LIFEﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸﾃﾞｰﾀの活用【レベル３：LIFEｼｽﾃﾑと介護ｿﾌﾄの組み合わせ】

(４)②
BlueOceanNoteⅡ
からの自ﾎｰﾑﾃﾞｰﾀ抽
出

(６)24時間ｼｰﾄ･各関連計画「P」

(１)CHASEﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ（試行版）
2020.8ｻｰﾋﾞｽ提供部分

【Ｒ3.6～】
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受賞、認証等の取得

49



2020.2.23 令和になって初の天皇誕生日(2月23日)に際して、
今上陛下より、優良民間社会福祉事業施設として御下賜金を拝領 50



2021.10.6 三重労働局長 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 51



2022.10.1 三重県「みえの働き方改革推進企業」登録

52



2015.11.2 三重県「生涯者雇用推進企業ネットワーク」登録

53

2022.9.26 農林水産省「野菜サポーター」登録

2022.10.24 厚生労働省「知って肝炎プロジェクト」
パートナー企業登録

2022.10.14 消費者庁「消費者志向自主宣言」



2018.10.29 三重県 みえ働きやすい介護職場取組宣言事業所証明(宣言番号１)
宣言：｢働き方を改善して、仕事と家庭の両立を図る。｣ 54

2020.10.29 更新
2022.10.29 更新



外部からのご依頼・取材等
（2021年以降・主なもの）

55



2021.2 三重県社会福祉協議会
「福祉みえ」令和3年3月号掲載

2021.2 日本医療企画
「介護ビジョン-LIFEの運用に関する座談会-」掲載

56



2021.3 レバレジーズ株式会社 Webサイト
「きらケア研究所」掲載

2021.4 公益社団法人全国老人福祉施設協議会
「デイサービスセンターにおける科学的介護推進の手引き」作成WT参画

57



2021.3 京都大学大学院医学研究科医療科学分野
「介護事業所組織文化に関する調査」協力

2021.6 高齢者住宅新聞社
「高齢者住宅新聞」連載コラム「LIFE活用による介護DX推進」

に当ホームスタッフ画像が掲載

58



出典：「日本版BPSDケアプログラム」アドミニストレーター研修 ｜ 東京都の認知症
ポータルサイト とうきょう認知症ナビ (tokyo.lg.jp)

2021.7 厚生労働省「BPS︎Dの軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及

促進に関する調査研究」選定(公募窓口:全国老施協、推薦：三重老施協、
実施主体:認知症介護研究・研修東京センター)

2021.9 日刊木材新聞
「ウッドショック下における木材の連携調達」掲載

（10月、同様の記事が読売新聞オンラインに掲載）
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https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/torikumi/careprogram/administrator/index.html


2021.9  
令和３年度東海北陸ブロック老人福祉施設大会(みえオンライ
ン大会)研究事例発表(6年連続)

2021.9  伊勢新聞
「令和３年度東海北陸ブロック老人福祉施設大会の受
講の模様」掲載
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2021.9  中日新聞
「コロナ禍で窓越しの面会」掲載

2021.10三重県福祉人材センター
「みえ働きやすい介護職場取り組み宣言」事業所にかかる動画撮影

2021.11 奈良県老人福祉施設協議会「LIFEに関する県研修会」講師

61



2021.10  伊勢新聞
「最先端の会議現場へICTやロボット活用」掲載

2021.10 三重労働局主催講習会
「安全衛生努力賞」にかかる取組事例報告

62



2021.11.15 シルバー産業新聞社
「LIFEフィードバック 暫定版から施設の状況を読み解く」掲載

63



2021.11 中日新聞社
『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」』に関する取材(介護ロボット)

2021.11.18 中日新聞朝刊

64



2021.11 公益社団法人全国老人福祉施設協議会
「第78回全国老人福祉施設大会(山口オンライン大会)」講師

2021.11 三重県・社会福祉法人三重県社会福祉協議会
「みえ介護フェア2021」参画（イオンモール津南とオンラインのハイブリッド
開催）

大会報告冊子(2022.3)

65



2021.12 伊勢新聞掲載
『「ショートステイ開所ー積極的に介護ロボ活用ー』

伊勢新聞（2021.12.1）

2021.12 福祉新聞掲載
『「ロボットのない介護に戻れない」ー導入から５年、労働負担を軽減ー』

福祉新聞（2021.12.21号）

2021.11 介護ﾛﾎﾞｯﾄの新たな活用
装着型移乗支援ロボット「JーPAS」
をショートステイの送迎において使用

66



2021.12.13 日本経済新聞
「日経ﾋﾞｼﾞﾈｽ 底流

介護データベースは助走中
遠いケア最適化」掲載

2021.12.10 高齢者住宅新聞社
「第7回 住まい×介護×医療サミット」登壇

2022.1.12 株式会社BlueOceanSystem、ｸﾚｲﾄﾞﾙや
けやま様(新潟県)、高齢者住宅新聞社(取材)
「LIFEに関する意見交換会」
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2022.1 高齢者住宅新聞
「LIFEデータを深掘」掲載

2021.12 三重県社会福祉協議会
「みえ働きやすい介護職場取組宣言事業所」メッセージ動画」Web
公開

2022.2高齢者住宅新聞
「LIFE活用による介護DX推進ー
第9回コラム フィードバックの活用
事例ー」掲載

2020年度は「介護ロボット(見守り支援
機器)の現場活用動画」を公開 68



2022.1 三重県・三重県社会福祉協議会
「みえ働きやすい介護職場取組宣言事業所」取組紹介集

2022.2 三重県老人福祉施設協会
広報誌「みえ老施協 vol.72」掲載

69



2022.3 株式会社ジェイテクト様 ホームページ(協力:N&Fﾃｸﾉ
ｻｰﾋﾞｽ株式会社様)
「J-PAS︎ fleairy 導入・体験者インタビュー」掲載

2022.3.31 CFロボタス様 ホームページ
「導入事例【J-PAS fleairy➀】」掲載

70



2022.3 厚生労働省ホームページ
「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム（LIFE）利活用に関する事例集」
当ホームの事例が２例（事例０８・１０）掲載

71



2022.4 シルバー産業新聞(4月10日号)掲載
「LIFE様式はケアプラン改善の重要ツール」

(参考)当ホーム LIFEフィードバック活用動画ppt資料
(2022.4.20：公益社団法人全国老人福祉施設協議会ホームページに当
ホームのLIFE活用取組動画が掲載(会員専用ﾍﾟｰｼﾞ))
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2022.3 三重県民の日
「県民フラワープロジェクト」協力
2022.4 イベント出席

2022.4 N&Fﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ株式会社様
「Webセミナー 介護品質向上と業務負担軽減の同時実現」
当会ケアスタッフのインタビュー動画配信

73
導入事例紹介動画(YouTube)



2022.9 小林史明代議士インスタライブ
「デジタル×高齢者福祉」参加

74

2022.6 フルノシステムズ株式会社様
「ショートステイ翠風における無線LANシステムの活用事例」



75

2022.11 三県社会福祉協議会
（三重県委託事業）

「みえ福祉・介護フェア2022」参画（三重県老人福
祉施設協会 会員として）

三重テレビ放送「NEWS︎ウィズ」で報道

2022.10 株式会社ジェイテクト様YouTube
「【導入事例】社会福祉法人 鈴鹿福祉会 鈴鹿グリーンホーム様でのJ-PAS 

fleairyご使用の様子を撮影させていただきました」



その他

2022.4
・株式会社ﾌﾙﾉｼｽﾃﾑｽﾞ様：ICT活用にかかるﾈｯﾄﾜｰｸ環境に関する取材(2022.4.27)
・ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀQOLｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ様：実証事業報告、見守り支援ｼｽﾃﾑ等の現場活用に関する意見交換(2022.4.19)
・社会福祉法人慈童会様：ｲﾝｶﾑ、ICT、介護ﾛﾎﾞｯﾄ等の現場活用に関する意見交換、見学(2022.4.19、27)

2022.５
・株式会社三菱総合研究所様：LIFEに関する意見交換(2022.5.11他)
・＆ConsultingFirm様：ICT、IoT等に関する意見交換(2022.5.17)
・株式会社ジェイテクト様：他施設へのパワーアシストスーツの運用状況説明(2022.5.18)

2022.６
・栃木県老人福祉施設協議会様「LIFE研修会(ｵﾝﾗｲﾝ)」講師(2022.6.26)

2022.９
・国際医療福祉大学様：社会福祉運営管理論(ｵﾝﾗｲﾝ)ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ(2022.9～2023.1)
・長野県高齢者福祉事業協会様「LIFE研修会」講師(2022.9.29)

2022.10
・国際医療福祉大学様：社会福祉運営管理論 (ｵﾝﾗｲﾝ)講師(2022.10.21)
・ATCエイジレスセンター様・株式会社シルバー産業新聞社様 ウェビナー「介護ロボット・ICTの利活用」講師(2022.10.26)

2022.11
・福岡県老人福祉施設協議会 居宅介護部会様・次世代部会様「LIFEにより求められる事業所の変化」アドバイザー登壇
(2022.11.11)

・三重県社会福祉協議会様(三重県委託事業)「みえふくし・介護フェア2022(特設Webｻｲﾄ)」映画「つむぐもの」犬童一利監督
とのｵﾝﾗｲﾝ対談(2022.11.12)

など
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『ホームページ』で全て公開
1日1記事以上のペースで､ホームの日常などを公開

(3.3万ユーザー・年間30万ページビュー※、海外からのアクセスも)※令和3年度

『活動内容は全てホームページで公開』
～活動を広く知っていただく取り組み～

日々動きがあるホームページを目指し、私たちから積極的に
中身を公開

「ええな～!」 ボタンを設置しています。
ぜひみなさまも「ええな～!」 してみてくださ
い。スタッフも励みになります。

社会福祉法人 鈴鹿福祉会 鈴鹿グリーンホーム [公式サイト] 
(suzuka-greenhome.jp) 77

https://suzuka-greenhome.jp/
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