
スマケアで
定期巡回×訪問介護を

一括管理
業務効率化と情報共有を目指してスマケアの活用

生活クラブ風の村介護ステーション八街



地域概要

千葉県八街市
平成４年４月１日に県下30番目の市として誕生。

千葉県北部のほぼ中央に位置し、東京から50km
圏内にあり、京葉工業地帯からは20km、成田国
際空港から10kmの位置にあります。東は山武市
に接し、西は佐倉市に、南は東金市・千葉市に、
北は酒々井町・富里市にそれぞれ接しています。

市の広さは、東西に短く約7.7km、南北に長
く約16kmあり、面積は74.94km2です。
市の中央部は市街地を形成し、周囲には平坦

な畑作地帯が広がっているほか、南西部及び北
部に水田地帯が点在しています。
基幹産業である農業は、にんじん、さといも、

だいこん、落花生、すいかなど、野菜が中心と
なっている都市近郊型農業です。

 人口 71,428人

 世帯数 31,266世帯

※平成29年8月31日現在



法人概要

社会福祉法人生活クラブ（通称 生活クラブ風の村）

◦ 設立 1998年

◦ 理事長 池田 徹

◦ 事業高 5,265,150千円（2016年度見込）

◦ 職員数 1630名（常勤560人/非常勤1070人）（2016年12月末現在）

◦ 事業内容

高齢者支援・・・デイサービス、ショートステイ、訪問介護、居宅支援、小規模多機能、

定期巡回随時対応型サービス、特養ホーム、サービス付高齢者住宅、有料老人ホーム、グループホーム

子育て支援・・・ 保育園

障がい児者支援・・・ 生活介護、就労継続支援A型・B型、重心（生活介護）、放課後デイ、児童発達支援

医療・・・ 訪問看護ステーション、診療所

相談・・・ 福祉の相談窓口、就労準備支援、就労訓練事業、子供の学習支援



法人理念

赤ちゃんから障がい者、お年寄りまで、幅広い
事業に取り組み、人生のすべてのステージで必
要とされる支援、応援をすることをめざしてい
ます。
また、支援する人もされる人も、地域の一員と
して役割を持ち、ともに社会を作っていく。地
域づくりの視点から福祉を考え、取り組んでい
ます。

「誰もがありのままにその人らしく地域で暮らすことができるように」



事業所概要

項目 概要

事業所名 定期巡回ステーション八街

開設日 2017年4月1日（訪問介護2004年4月1日）

事業所形態 連携型

サービス提供 地域展開

スタッフ数 32名（常勤5名、パート27名） ※

利用者数 13名（訪問介護は90名）

平均要介護度 要介護2.1

併設事業
通所介護、居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム（特養80名、ショート17名）



◦ 法人としての課題の１つに、職員の業務効率化がありました。今までの訪問介護事業所
の提供責任者には、常に残業がつきものでした。電話とメールのやりとりが頻回で、休
日も電話が手放せないというのが実情でした。どこを効率化すればいいか議論され提供
責任者の業務を分解したらどうか？という意見もあり実際に分解してみましたが、効率
化にはつながりませんでした。

◦ 定期巡回を始めてスマケアを使うようになり、使いやすいシステムだ！と感じこれを訪
問介護にも利用できたら…と思っていました。

業務効率化に向け



【システムに求める機能】

ICTプロジェクト

2016年に以下の目的と課題解決のための
全ての訪問系サービスでICTを活用する検討のためのプロジェクトチーム発足。

【目的】
訪問介護における利用者情報の共有化や可視化
利用者の自立支援に向けた情報構築、業務効率化

○訪問介護員がサービスに入る前に利用者状態やサービス内容を確認できる事。
○サービス提供責任者が上記の内容を多くの訪問介護員に伝達できる事。
○サービス提供責任者が正常に業務が実施されているか把握できる事。

複数のシステムをヒアリングした結果、“スマケア”が一番評価が高かった。
※他のシステムでは法人の課題を解決できなかった。



以前は…

7:00 今日のケア確認と明日のケア確認をメール
で事務所に送る。

↓

9:00 １件目のケアに入る。

10:00 ケア終了。ケア日誌を書く。

↓

次のケア先に移動。事務所から追加メールが 届
く。返信メールを送る。

11:00 2件目のケアに入る。

11:30 ケア終了。

12:00 事務所に向かう（日誌を提出）

7:00 今日のケアをスマケアで確認

↓

9:00 1件目のケアに入る。

10:00 ケア終了。スマケアで実績入力

↓

次のケアに移動。少し時間があるので特記事項を入力。
kintoneを確認

↓

11:00 2件目のケアに入る（スマケア）

11:30 ケア終了（スマケア入力）

帰宅

今は...

ヘルパーさんの１日



6:30頃～メールチェックを行う。

↓

8:00 1件目のケアに入る。

8:30 ケア終了。日誌を記入し印鑑をもらう。

9:00 事務所に出勤。メールチェック。

電話対応（ヘルパー、ケアマネ）

12:00 2件目のケアに入る。

14:00 ケア終了。追加依頼がありケアマネ
に連絡をする。

15:00 事務所に戻りヘルパー手配を行う。

明日のケア確認チェック。

19:30 退社（携帯へ転送開始）

7:30 スマケアで全員が確認しているかどうか
チェック。今日の日付になっていない人には電話
でスマケアで見るように促す。

8:00 1件目のケアに入る。

8:30 ケア終了。スマケア入力。

9:00 事務所に出勤。

12:00 2件目のケアに入る。

14:00 ケア終了。追加依頼があり、スマケアで
ヘルパー検索。ケアマネに連絡。ヘルパー依頼を
kintoneで連絡。

15:00 計画書など次の仕事への準備。Kintone・
スマケアの確認と入力

17:30 退社

以前は… 今は...

サービス提供責任者の１日



スマケアでの確認

“予定確認”で介護員が自分の
予定を確認しているかチェック

サービス提供責任者はリアルタイム状況で、介護員が予定を確認しているかチェック



・ヘルパー＝サ責＝ケアマネ＝家族

ヘルパーが報告した内容をご家族もケアマネも共有できるので、ケアマネさんへの毎月の報告
が少なくなった。以前は実績と一緒に報告書も持参していたが内容はケア日誌から拾ったもの
をまとめたものだったのでケアマネがスマケアを閲覧しているのでこの報告をやめた。急ぎ報
告が必要な時は、電話で行っている。モニタリングは決められた月に持参。

ご家族からも、「離れていても様子がわかるので、とてもいい。安心」と好評。

ケアマネから「ヘルパーさんの報告が詳しく書いてあるので様子がわかり指示もリアルタイム
でだすことができる」

・ショートステイやデイサービスの相談員にもスマケアを見てもらい、気になるところをチェッ
クしてもらっている。

情報共有



URLの共有

URLの共有で利用者へのサービス提供状況を ヘルパー＝サ責＝ケアマネ＝家族
がリアルタイムに情報共有



①活動諸経費（電話代やメール代金）が1/2に。これは個人スマホでのメールのやり取りをな
くし会社から貸与したスマホでのやりとりに変えたから。

②電話での連絡が減ったのでその分提供責任者は他のことができるようになった。なぜ電話
が減ったのか…これはスマケアで常に利用者の状況がわかるので電話で指示したりするこ
とがなくなった。スマケアを見ていればだいたいのことはわかるようになっている。

③kintoneでの連絡に変えた。これにより全員が連絡内容を見ることができ何回も連絡する必
要がなくなった。

④支援経過を入力する手間が省けたことで、提供責任者が月初めでも休むことができるよう
になった。書類作成の手間がひとつ省けた。（リアルタイムで利用者の状況がわかるので
ケア報告が必要なくなった）

…

スマケアを使用前後で、何が軽減できたか



以前は

・提供責任者の残業時期と時間

→月末月初、残業で１日辺り２～３時間は
残業し１週間程度は続く（シフトと実績の
み）

実績が終わってからケアマネへの報告を書
き始めケアマネへ実績をお届けするのが3
日頃。

報告は実績に間に合わない時は４日以降に
持参していた。

・実績以外の残業もある。

・休日の電話当番は常にメール確認をして
いる状況。

今は

・提供責任者の残業時期と時間

→月末月初に偏らない残業になっている。

スマケアを導入してから実績をお届けする
のは1日の午後。月末の夜ケア分の入力が
できないので1日朝に入力している。

・実績以外の残業は今もある。担当者会議
が休日にあたって振替ができず休日出勤に
なったり、ヘルパーの代理ケアがあったり。

・計画書作成で残業することはない。

・電話のやりとりはほとんどない。

・スマケアの報告事項は1日1回は確認して
いる。

サービス提供責任者の残業



スマケアを導入してよかったこと

・担当者会議や居宅支援事業所を訪問した際、ケアマネから「何曜日の何時から入れる？」と聞
かれた時にスマケアを開きヘルパーの空き状況をすぐにお伝えすることができ、新規獲得に役
立っている。去年は月平均４件だったのが導入してから平均7件。他事からの依頼が多くなっ
た。また、営業の際にスマケアのことを話し新しい居宅支援事業所からの依頼が増えた。

・支援経過の入力がなくなり時間が大幅にカットでき、空いた時間で新規ケアを受けることがで
き収益にも役立った。

・急な変更にもすぐに対応できる。

・ケア同行の時、今までは手順や地図などを印刷してヘルパーに渡すという準備が必要だったが
今はスマケアに手順が入っているので同行までに読んでもらい地図も住所がでてくるので近所
で待ち合わせだけすればよい。とても時間短縮できた。

・ヘルパーさんの表現力がついた



利用者宅でこれまでの介護サービスの提供内
容情報について時系列で確認できます。

医師やケアマネは、リアルタイムで、状況を
パソコン上で確認できるため、正確に状況
を把握することができる。

月末に残業して、ダブルチェックから、記入
漏れがあった場合のヘルパーへの確認を
削減することができる。



事例ケース１
～ご家族から～

定期巡回利用の方、甥御さんからの指摘

「報告を読んでいて、叔母の様子が分かっていいのですがヘルパーさんたちの文章力アップを期
待します。」と言われた。すぐに全員で共有し報告の「〇〇でした」をやめ「〇〇だった」とか
ヘルパーという表現をやめ職員に統一。文章の簡略化をしていく一方で認知症の方との会話は丁
寧に残すということを徹底していったところ、ご家族に話す内容と職員に話す内容に食い違いが
あった方など、ご家族が納得されその後のケアもスムーズになった。



事例ケース２
～ケアマネが動いた～

訪問介護利用の方（介護３、日中独居）

◦ 透析に週３回送り出しケア＋排泄・入浴ケアで週２回

◦ ADLが落ちてきてケアマネへの報告では、提案も含めて数回行っていたがケアマネは動いては
くれなかった。利用料も滞ることが重なり息子さんへの請求も度重なっている状況であった。

◦ スマケアを導入後、ケアマネはヘルパーがケアに入った後は必ずスマケアを見ていて「歩行が
困難になり便失禁が毎回」という記述があると息子さんにポータブルトイレの利用を数回に渡
り話してくれ部屋にポータブルトイレが設置された。

◦ 昨年1年間報告のたびにポータブルトイレを提案してきたがケアマネは動いてはくれなかった。

◦ 大きな変化である。

◦ その後も透析のクリニックへの連絡などもスマケアを見て動いてくれている。



◦ ヘルパーさんが報告事項をスマケアに入力する時間。（家で入力している職員もいる。
稼働時間として計算してはいないが問題になる可能性大）移動時間で入力するように
ということを推奨している。なるべく文章を簡素化しながら様子がわかるような記述
方法を特養職員から指導を受けている。

◦ まだ、ケア日誌を使用している。日時、利用者名、介護職員名と印鑑のみだがいつま
でこれを続けるのか。

◦ ご清聴ありがとうございました。

課題



自分が読むだけ1

◦ 介護職の本来業務は、介護サービスの提供である。しかし、介護職員（サービス提供責任者）
には膨大なる量の記録、計画書を始めとする書類の作成、請求のダブルチェック、ケアマネへ
の連絡事項のまとめ、ケア手順書、連絡帳、介護日誌等を行なっていかなくてはならない。

◦ そして、人材育成、サービスの質の向上、平均化等々。求められるものは非常に多い。事務作
業はいつも夜。残業という形になる。

◦ 事務作業を削減できるところは削減し効率化することにより本来の業務を行うことができる。
ケア手順書も細かく記入する必要はなくポイントのみを記入すればよいので時間がかからない。
報告の履歴を職員がタイムラインで閲覧しているので初めてでも利用者の様子がわかる。

◦ 同じ書式で介護記録をのこしていくことにより、情報が統一できる。それにより、担当が変
わった際の情報の共有や、臨時で業務を代行するときに、正しいデータをもとにサービス提供
できるため、適切サービスの提供を可能にできる。



読むだけ２

定期巡回は、訪問介護のヘルパーが兼務しているので、シフト作成時は計画作成とサ責が一緒に
シフト調整しないとお互いのサービスがうまくいかない。職員に混乱はない。どちらか一方だけ
にしたほうがどんなに楽かわからないが、それでは収支がでない。定期巡回は人件費だけで赤字
という結果になってしまう。また、訪問介護の職員も仕事がなければ辞めてしまう。お互いの調
和を保ち収益をあげるには、ニコイチでやるしかない。という結論になった。

現在、訪問介護ひと月のケア時間数は1000時間程度。定期巡回が13件。規模としては小さい方。
よくしたものでふたつのサービスが両方とも増えていくことはない。どちらか一方が新規依頼が
増えるともう片方は依頼がない状況になる。

サ責も、定期巡回のケアに入ってもらうことでお互いの理解が深まる。今は定期巡回が13件ほど
なのでひと月分のシフトが作れるが、20件以上増えたときにはひと月分の定期巡回のシフトをい
れるのは難しい。


