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ヒューマンライフケア
社内資格制度のご紹介
ケアテクニカルマイスター
認知症KAIGOマイスター

感染対策を強化中です！

人の心に笑顔を灯すコミュニケーションマガジン

［本社］  〒160-0023  東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階
［代表］  03-6846-0223（受付：平日9時～18時）

［発行］

https://kaigo.human-lifecare.jp

介護サービスのご利用についてのご相談・お問合せは
お近くのヒューマンライフケアへ！

ヒューマンライフケア

今回ご紹介した「みのお乃宿」は、ご利用者様が元気いっぱい！ 体操やレクリエーションに皆様しっかり

取り組まれ「楽しかった！」とお帰りになる様子が印象的でした。スタッフが全員「楽しんでいただきた

い！」という思いで日々より良いサービスについて自発的に考え、実行している結果だと思います。

編 集
後 記

小規模多
機能型居宅介護特集

2021 Autumn 秋号

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設へご来所されるすべての皆様へ、
下記のご協力をお願いしております。ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

ご利用者様・ご家族様に安心して介護サービスをご利用いただくために、
ヒューマンライフケアでは各施設にて下記の対策を行っております。感染対策を強化中です！

マスクのご着用
手洗い・うがい・手指の消毒　

発熱・風邪症状がある場合は
ご来所をお控えください

常時マスク着用・
出勤時検温

手洗い・うがい・
手指の消毒を徹底

施設内&送迎車輌を
随時消毒

飛沫感染予防のため
アクリルボードを設置

テーブルごとに
消毒グッズをご用意

定期的に換気
全体の空気を入替

非接触体温計を常備
ご来所時に検温を

ご来所の際の
お願い

小規模多機能型居宅介護

ヒューマンライフケア
みのお乃宿
（大阪府箕面市）

ヒューマンライフケアでは全スタッフを対象に、２つの社内資格制度を設けています。
介護技術や認知症についての正しい知識・技術を持ち、それを他のスタッフへ教えられるスキルを
身につけることが、ご利用者様・ご入居者様の安心・安全な暮らしを守ることにつながります。

CARE TECHNICAL MEISTER
ヒューマンライフケア ケアテクニカルマイスター Advance ExpertBasic

認知症KAIGOマイスター
ご利用者様の安心・安全を守る、
正しい介護技術の普及を目指します

SilverBronze Gold Platinum

Expert

Advance

Basic

エキスパート
【実践編】

［目　　的］ ●認知症予防のプログラム立案方法を習得
 ●個 の々対応方法について提案し、
  課題解決が出来る
［受講対象］ ●アドバンス【応用編】を修了された方 

アドバンス
【応用編】

［目　　的］ ●アセスメントの方法と分析方法を習得
 ●様 な々視点からのアプローチ方法を
  身につける
［受講対象］ ●ベーシック【基礎編】を修了された方 

ベーシック
【基礎編】

［目　　的］ ●認知症の基礎知識を習得
 ●認知症対応の基盤を築く
［受講対象］ ●受講要件無し（全スタッフ対象）

「認知症KAIGOマイスター」は認知症と診断された方が安心して
生活を送れるように、認知症についての正しい理解や対応技術を習得
すると同時にご本人様・ご家族様の気持ちを理解することで、より良
い認知症ケアのご提供や虐待の防止を目指すヒューマンライフケア
の認定資格として、下記３段階で認定されます。

「ケアテクニカルマイスター」は、ヒューマンライフケアで働く
すべてのスタッフの介護技術を認定する制度です。
介護福祉士に求められる「原理原則に基づいた指導」を実践できる
指導者を育成・輩出するとともに、ヒューマンライフケアの全スタッフ
が正しい知識・技術を身につけ、何よりも重要な
「ご利用者様の安心・安全」を守ることを目的としています。
資格は下から「ブロンズ」「シルバー（5～1級）」「ゴールド」
「プラチナ」の各段階にて認定します。

ヒューマンライフケア

社内資格制度のご紹介
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みのお乃宿

ヒューマンラ
イフケア拠点

訪問

大阪府箕面市
Vol.12

大阪府箕面市坊島四丁目8番15号
TEL：072-725-1511

「小規模多機能型居宅介護」
とは？

介護・介助を必要とする高齢者の方が、住み慣れたご自宅・地域
で末永く暮らし続けることを目的に2006年から始まった介護保険
サービスです。施設への「通い」、短期間の「宿泊」と、ご自宅への
「訪問」を1つの事業所で組み合わせて利用することで、24時間・
365日切れ目のないサポートを受けることができます。

● 複数のサービスを、ひとつの事業所で

受けられるため、安心して

利用できる

● ご家庭の状況に応じて、柔軟にサービス

を組み合わせることができる

● 通いは「午前中」「午後」だけなど、

必要な時間だけ利用できる

● 住み慣れた地域やご自宅の近くで

介護サービスを受けたい方

● 気の知れたスタッフのサービスを

受けたい方

● 日によって体調の変化があるため、

柔軟にサービスを利用したい方

メリット こんな方に

ヒューマンライフケア
小規模多機能型
居宅介護施設

宿泊
ご自宅

通い

訪問介護

こんな取り組みを行っています
！

ゆったり入れる
広いお風呂が自慢！

取

り組み

1

https://kaigo.human-lifecare.jp/human_voice/

HUMAN  VOICE
～私たちの“介護への想い”～ 各拠点ページにて順次

公開中のスタッフ動画を
まとめたサイトです。
ぜひご覧ください！

銭湯のように広～いお風呂が自慢。季節の変わり風呂等で、

心身ともにリフレッシュできます。

小上がり和室で
自由にくつろげる！

取

り組み

2

フロアの一角に畳スペースがあるので、ちょっと疲れたときに

ゴロっと休めます。気分転換したいときにもおすすめです。

時間を忘れて楽しめる！
イベント＆レクリエーション

取

り組み

3

ご利用者様に楽しんでい

ただくために、毎月ユニー

クなイベント＆レクリエー

ションを開催！ご利用者

様からも大好評です！

イベント＆レクリエーションの内容はカレン

ダーに。ゲームやスポーツなど、バリエーショ

ンも豊富で、毎日参加しても飽きません！

「ご利用者様に寄り添う」をコンセプトに、通
い・宿泊・訪問介護のサービスを提供する
みのお乃宿。若いスタッフも多く、明るく、親
しみやすい雰囲気が特長です。ご利用者様
に楽しんでいただくために、毎回ユニークな
レクリエーションやイベントを行っています。

所長  桝實 旭さん
2006年4月入社

スタッフも、ご利用者様も
みんな笑顔で
いきいき過ごせる場所に。
みのお乃宿には、入社１年目から５年目

までの若いスタッフが在籍しています。

施設を運営するうえでは、若いスタッ

フに伸び伸びと働いてもらうことが何

より大切。「こんなことをやってみた

い」という意見が出たら、否定せずに

やってみる。成功したら本人の自信に

なりますし、失敗しても改善して次に

生かすだけです。失敗を恐れずに働く

ことが、ご利用者様の満足につながり、

最終的に本人の成長につながると考

えています。こうした取り組みが実を

結び、スタッフが企画するイベント＆レ

クリーションはご利用者様に大好評。

ここに来るといつも笑顔になれて、笑

顔で帰っていただける。そんな施設を

目指しています。

介護職員
一徳 美帆さん
2020年4月入社

先輩が私にしてくれたように
頼りやすい雰囲気をつくりたい。
大学では福祉を学んでいましたが、学

生時代の勉強と福祉の現場との間に

は大きなギャップがあり、特に認知症

の方とコミュニケーションを取る難し

さを痛感しました。「どんな言葉をかけ

ればいいのだろう」と悩む私を支えて

くれたのは、一つ上の先輩でした。ご

利用者様の「できないこと」ばかりに

目を向けがちですが、細かいところに

気を配れば「できること」「できるよう

になったこと」もたくさんあります。

日々の仕事を通じて、ご利用者様の良

いところを見つけて、引き出すという

福祉の仕事のやりがいを教えてくれた

ような気がします。先輩が私を支えて

くれたように、後輩がなんでも相談し

やすい雰囲気を作りたいです。

介護職員
大平 桂也さん
2021年4月入社

ご利用者様との距離が近い
職場で大きく成長していきたい。

これまでは目の前の業務に追われていまし

たが、一緒に働くスタッフやご利用者様の行

動を先読みできるようになり、余裕を持った

ケアができるようになりました。1日の中で、

最も大切にしているのが送迎の時間です。

ご利用者様の趣味やご家族についてお聞き

したり、自分自身のプライベートについて話

したり。自分が落ち込んでいるときに、ご利

用者様から励ましの言葉やほめ言葉をいた

だくこともありました。常に「ご利用者様第

一」の視点を忘れずに、これからもご利用者

様の笑顔をつくっていけるスタッフとして成

長していきたいです。夢は社長になること。

「ご利用者様・スタッフ第一」に考えられる

会社にしたいです。

節分の日は
ロング巻寿司
パーティを開催♪

施設長の桝實さん、
実はレスリング
経験者！

「宿泊」もなじみの
スタッフが担当！

施設内の飾りはすべて
利用者さんとスタッフ
の手作り！

ケアマネジャーになる
ことが目標です！

「ご利用者様第一」を
大切に、日々の仕事に
携わっています！

ご利用者様が楽しめる
レクリーションを毎日
実施しています！


