
2016年7月15日 ユーザー会（東京会場） 
株式会社エイプレイス 
エイプレイス新宿 

山本 星矢 

地域包括的 ビフォーアフター 



事業所紹介 

エイプレイス新宿 

・高田馬場駅 徒歩3分 

・社員8名、パート2名、登録1名 

    ⇒常勤換算7.9 

・総利用者数53名中、 

   定期巡回利用者数21名 

平成27年3月  エイプレイス新宿、誕生。 

平成27年7月 定期巡回サービス、本格スタート。 

平成27年12月 チーム型定期巡回、スタート。 

平成28年7月 チームメイトが計15事業所に。 
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詳しく知らないけど、とにかく人が足りていないらしい。 

定期巡回 
じん  いん    ぶ   そく 

エイプレイス新宿が抱えていた悩み 

・ルートが詰まっていて新規依頼を受けられない。 

・区内全域に利用者がいるため、移動に時間を取られる。 

・訪問介護からの移行が上手くいかない。 

・地域に定期巡回が根付いていない。 

・採用に莫大な時間と費用がかかる。 

定期巡回のパブリックイメージ 
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平成27年度 自己･外部評価  

自己評価：新宿区内全域を対象としている。（最高評価） 

サービスの提供エリアについて、特定の建物に限定せず、 

地域に広く展開していくことが志向されている。 

31.まちづくりへの参画 
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一連の流れ 

複数の事業所が、一つの大きなチームに。 

地域の訪問介護事業所に呼びかけをする。 

連携契約を結び、サービスを一部委託する。 
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実事例1 
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日中(8:00～18:00)は、およそ58％をチームメイトが担当。 
サービス内容は排泄介助(20分未満) 

89歳 女性 要介護5 日中独居 
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実事例2 

およそ38％をチームメイト(2事業所)が担当。 
サービス内容は服薬確認＋清掃(15分程) 
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87歳 男性 要介護3 独居 
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実事例3 

およそ83％をチームメイトが担当。 
サービス内容は服薬確認+血圧測定(計10分) 
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60歳 男性 要介護2 独居 
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成功のカギ 

チームメイトが抱いている 

不安を解消する。 

エイプレイスとチームメイトの 

情報格差を埋める。 
情報共有 

サポート 
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外部との情報共有 

個別のログインID･パスワードをスマケアURLと共に配布。 

頻回に訪問するヘルパーと同等の情報量を得られる。 

リアルタイム状況 

閲覧 

ご家族 CM 訪看 
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チーム間の情報共有 

参加 

従来の情報共有 スマケアでの記録 

発信+受信 

事業所間の情報格差を埋める。 

リアルタイム状況 
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裏テーマ 

の確保、サービスの質向上。 

外部の目が入ることで 

日々のサービス・記録に                   を。 緊張感      
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サポート体制 

エイプレイス新宿 

計画作成責任者、アドバイザー 

新宿 太郎 

〒169-0075 

東京都新宿区高田馬場4-4-11内藤ビル1階A号室 

TEL.03-5337-5228    FAX.03-3367-5007 

E-mail:tarou-shinjuku@a-place.co.jp 
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アドバイザーとは 

1､ご利用者様とチームメイトの仲人 

ニーズ 
事業所都合 
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アドバイザーとは 

2､チームメイトのサポート役 

サービス 

介護技術 

システム 

3つの側面から、 

手厚くサポート。 
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サービス 

定期巡回サービスの 

取扱説明書。 

定期巡回サービスの理解を深めることで、 

より適切なサービスを提供。 

例 「外部研修」の位置づけで、定期巡回の周知活動。 
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介護技術 

トレーナー直伝の技術で 

ケアの効率化。 

ケアの効率化を図り、 

すき間時間でサービスに入れるようにする。 

例 合同の介護技術研修を開催。 
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システム 

機械なんて怖くない、 

脱ﾊｲﾃｸｱﾚﾙｷﾞｰ。 

「タブレットの操作」「スマケアでの記録」に対する 

  抵抗感や不安感を軽減し、確実な情報共有を行う。 

例 同行やマニュアルの設置、電話でのオペレーション。 
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チーム型定期巡回の成果 

情報共有 サポート 

・サービス提供範囲の拡大 

・稼働率の減少 
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サービス提供範囲-Before- 
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サービス提供範囲-After- 

チームメイト 

計15事業所 
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サービス提供範囲-After- 
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6月度 実績 

総サービス時間…272時間33分 

エイプレイス新宿…129時間23分 

チームメイト…143時間10分 

総サービス時間のうち、 

およそ“52％“をチームメイトへ配分。 

※土日･夜間帯を除く 
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52％の使い道 

営業 

整備 

委託 

サポート 

随時対応 
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営業活動 

居宅や病院に 

月平均40～50回の訪問。 

定期巡回で熱中症対策しませんか？ 

在宅復帰を支援します！ 
長期休暇中はお任せください！ 

人員不足問題を解消しました！！ 

従来の営業 

チーム型の周知 

Copyright © ホームネット株式会社. All Rights Reserved 



詳しく知らないけど、とにかく人が足りていないらしい。 

定期巡回 
じん  いん    ぶ   そく 

Before 

・ルートが詰まっていて新規依頼を受けられない。 

・区内全域に利用者がいるため、移動に時間を取られる。 

・訪問介護からの移行が上手くいかない。 

・地域に定期巡回が根付いていない。 

・採用に莫大な時間と費用がかかる。 

定期巡回のパブリックイメージ 
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なんとなく知っているし、 

どうやらエイプレイスは人が足りているらしい。 

After 

・52％もの空きがあるので新規依頼を受けられる！ 

・チームメイトがいるため、移動に時間を取られない！ 

・馴染みのヘルパーのまま定期巡回に！ 

・空いた時間で定期巡回の周知活動！ 

・新たにスタッフを雇う必要がない！ 

定期巡回のパブリックイメージ 

定期巡回 
てい    き  じゅんかい 
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今後の目標 

◆ 利用者数“最低”20名以上をキープ。 

◆ 日中の委託率を75％に。 

◆ 100％のサポート体制。 

◆ 外部研修の活発化。 
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最終目標 

◆ チームメイトの中から 

定期巡回事業所 を。 

◆ オペレーター集約による人員基準緩和。 
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最後に… 

そ
う
だ
、 

エ
イ
プ
レ
イ
ス
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行
こ
う
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