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株式会社ハートスイッチの取り組み

傷病手当金受給中に職業訓練をしませんか ?
こんな方いませんか？
退院して間もないけど、
すぐにでも働きたい！

65歳未満
障害者手帳をもっている
（もしくは、
自立支援医療制度
対象者の方）

・後遺症でマヒや高次脳機能障害がある
・家族や生活のため、働きたい思いが強い
・歩行を含めた移動動作に不安がある
・復職の予定や就業経験がある
就労を支援する機関の一例
（職業紹介など）

（職業相談・職業準備支援など）

40歳男性（高次脳機能障害）、建設業復職を果たす。
くも膜下出血の後遺症から左半身マヒとなったＡ様。 日常生活動

就労移行支援事業所

・地域障害者職業センター

高次脳機能障害になると “新しい事が覚えられない” “集中力がな
い” などの症状が現れます。 社会的に疾病についての認知度が低い
事や見た目には分かりづらい障害であるため、 復職後、 ご本人、 職
場の人間共に発症前とのギャプに戸惑い、 離職や配置転換になる場
合があります。 ハートスイッチの就労移行支援事業では福祉制度を活
用し、 病院、 訪問看護ステーションと連携を取りながら、 作業療法士 ・
企業経験者がご本人様と面談を重ね、 まずは、 復職に向けてのニー
ズを把握します。 その後、 企業訪問を実施。 復職のためにどのような
訓練 （リハビリ） が必要かを適正にアセスメント （評価） します。 職
業訓練だけでなく、 復職のタイミング調整、 出勤練習や企業側との
調整 （復職後の留意点や配慮事項の確認、 再発を防ぐ仕組みづくり
など） 就業に向けた職業訓練から、 定着支援までを行います。

ハートスイッチで
受けられるサービス

・障害者就業・生活支援センター
（基礎訓練・職場実習など）

・職業能力開発校
（職業訓練）

・就労継続支援事業所
（福祉的就労）

生活リズムの立て直し
職場に合わせた職業訓練
体力・集中力等の回復
ストレス対処スキルの習得
復職後も6ヶ月間の継続した支援
など

作は自立しており、 車の運転もできるものの、 建築現場で働くた
めには注意障害や遂行機能障害などの課題がありました。 課題
克服のため、 スタッフが実際の職場を見て業務の作業分析を行い、
計画作成に役立てました。 加えて、復職後も長く働き続けられるよう、
職場環境の調整や待遇交渉、就職先スタッフの心理面でのサポー
トにも関わりました。 5 ヶ月間の訓練を終え、 無事に復職を果たさ
れたＡ様は、 現在も一般建設企業での勤務を継続されています。

株式会社
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〒710-0055
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・ハローワーク

職場復帰や再就職に向けて
（高次脳機能障害の場合）

( 担当 : 宇野 )

創心会リハビリ倶楽部の取り組み

年末年始は、 お楽しみイベントが盛りだくさん！

年越しそば ・ うどん作り
新春餅つき大会

昨年末から年始にかけて、 創心會デイサービスでは 「年越し
そば （うどん） 打ちリハビリ」 や 「新春餅つき大会」 が催され、
多くのご利用者様に参加いただきました。 毎年恒例となってい
る創心会リハビリ倶楽部笹沖の餅つき大会では、 地域の小学
小麦粉粘土を使った制作活動での 1 コマ（児童発達支援ルーム「心歩」）

生の姿も見られ、 新春にふさわしく賑わいのある会となりました。

場

ら

中重度対応型デイ・事業所内保育

オープニングスタッフ募集！
岡山県倉敷市茶屋町2102-14

URL. http://www.soushinkai.com/

「自分らしい社会生活」を支える
０１

介護スタッフ・生活相談員・看護師・PT/OT/ST・柔道整復師
〒710 -1101

ご利用者様それぞれの

創

！

開設予定

で選ぶな

會

４月１日 ショートステイ・ 認 知 症 対 応 型 デ イ ・ 児 童 発 達 支 援

の

囲気

心

創心会リハケアタウン北館

雰

職

平成 27年

☎086 420 1500

（担当：すわ）

４月１日リハケアタウン北館にオープン

？

児童発達支援ルーム
「心歩」
とは

０２

創心會デイサービスの管理者はこんな人！

０３

障がい者の職場復帰・再就職

０４

年末年始うどん作りと餅つきイベント
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創心会児童発達支援ルーム「心歩」について

児童発達支援・放課後等デイサービス

02

創心會デイサービスの管理者はこんな人！

創心会リハビリ倶楽部 益野

「心歩」の
サービス内容ダイジェスト

創心会児童発達支援ルーム

4つの柱からなる療育プログラム！

児童発達支援ルーム 「心歩」 では、 「ビジョントレーニング ・ 運動プロ
グラム ・ 学習プログラム ・ 社会性の構築」 の 4 つの柱に添って療育支
援を行っています。 療育とは、 障害をもつ子どもが社会的に自立すること
を目的として行われる治療や教育のことです。 例えば心歩では、 年齢に
合った身体機能を身に付けるために、 まず、 目標とする動きを獲得する
ための筋力や柔軟性、 バランス機能や感覚機能、 視覚機能などの評価

氏 名
年 齢
血液型
出身地

竹内 智也
24 歳
不明（Ａ型かＯ型）
兵庫県

創心会リハビリ倶楽部 築港

を行います。 そして、 ブランコやバランスボール等を使用してのダイナミッ

■自分のストレス解消法やリラックスする方法について教えてください
音楽鑑賞です。aiko が好きで、新曲「あたしの向こう」をヘビロテで聴いています。
■好きなものについて
・好きな音楽は？・・・aiko 一色なので、そういう音楽が好きということでお願いします。
・好きな食べ物は？・・・麺類が好きで、出雲そばが好物です。斐川町の「そば庄 たまき」の割子そばが好きです。
・好きな本、もしくは映画・テレビ番組は？・・・漫画ワンピース、テレビはバラエティ番組「めちゃイケ」を毎週録画して観ています。
・好きな芸能人、著名人は？・・・aiko です。憧れとして竹野内豊のような男性になりたいです。

クな運動や平均台やトランポリンを使用してのサーキットトレーニングやビ
ジョントレーニングを行うことで、 身体機能の向上を目指します。
はさみを使用しての巧緻性のトレーニング

児童発達支援でできる事。
児童発達支援事業では、 0 から 6 歳までの就学前の方

◆ 心歩 の１日（児童発達支援）
9：00

来所・健康チェック

9：10

自由遊び

9：40

個別療育

を対象に小集団にて療育支援を行います。
お子様が成長をしていく過程の中で、 「体を上手に動か
せない」 「集中できる時間が短い」 「集団での活動が苦手」
「上手くコミュニケーションが図れない」 「言葉の遅れがあ

(机上課題・日常生活動作練習など)

る」 「手先が少し不器用」 など、 不安を抱える親御さんも
多いのではないでしょうか。
そのような不安に対し、 個別療育では日常生活関連動

10：30

氏 名
年 齢
血液型
出身地

妹尾 祥平
28 歳
A型
島根県

帰りの会の様子

(製作活動・運動療法など)

11：45

昼食

12：40

帰りの会

13：00

退所

の克服や得意な部分を伸ばす支援を行っています。 集団
療育では、 場所 ・ 時間 ・ 活動内容などを設定し、 その設
定された環境下でルールを守る練習をし、 集団で生活を
送っていく為の協調性を身に付けていきます。

スイングを用いた体幹筋力、 バランス機能向上のためのアプローチ

関係機関との連携・協働で
児童の自立を支援する。

◆ 心歩 の１日（放課後等デイ）
14：00

来所・健康チェック

14：10

活動スケジュールの確認

14：30

宿題または課題

氏 名
年 齢
血液型
出身地

放課後等デイサービス事業とは、 ７歳から１８歳までの就
学後の方を対象に療育支援を行う事業です。

ントレーニング ・ 社会生活適応トレーニングなどを行います。
私たちが目指しているのは、 自分らしさを発揮し、 いきい
きと自立した生活を継続していくための力を身に付けて頂く
ことです。 その為に必要な生活スキルを、 来所日のスケ
ジュール作成や利用者同士での遊び ・ コミュニケーション、

安積 勇樹
28 歳
A型
兵庫県

■自分のストレス解消法やリラックスする方法について教えてください
筋トレ、カラオケ、音楽フェス MONSTER BASH で盛り上がること。
■好きなものについて

サークルボード

15：00

おやつ

・好きな音楽は？・・・バンドサウンド全般、例えば UVERWORLD が好きで聴きます。 ・好きな芸能人、著名人は？・・・甲本ヒロト（THE BLUEHEARTS）
・好きな食べ物は？・・・自分で作るチャーハン、その他、居酒屋うおとりの鶏のたたきが好きです。

15：30
16：00

・好きな本、もしくは映画・テレビ番組は？・・・ミステリー小説「スイッチを押すとき」、テレビ番組は「ガキの使いやあらへんで」を観ます。

ビジョントレーニング

■仕事について
・今の仕事を選んだ理由は何ですか？

集団療育または自由活動

幼少期からお婆ちゃん子でした。高齢者の多い地域で育ったこともあり、小学生の頃から、将来は高齢者のためにできる仕事を志していました。部活動でケガをし

事業所外活動 ( 買い物など )、 実践調理、 当日利用の振
り返りなどを通して獲得できるよう支援をし、 家庭や学校な

たときに入院して、リハビリを経験したことから、関心が芽生え、高齢者支援とリハビリに取り組める創心會に就職しました。

17：00

個別療育

18：00

退所

どの関係機関の方々と連携を図っていきます。
またグループ会社への就労見学や体験の企画、 社会
性スキルを身に付けるための外出支援も実施していきます。

■自分のストレス解消法やリラックスする方法について教えてください
我が子（生後 3 か月）を抱っこして匂いをかぐこと。あと、お風呂に入れているときです。
■好きなものについて
・好きな音楽は？・・・好みはなく何でも聞きます。（嫁の趣味で車に安室奈美恵が入ってます。）
・好きな食べ物は？・・・日生の牡蠣です。焼肉も好きで、長船町のマルヨシはリーズナブルで美味いと思います。
・好きな本、もしくは映画・テレビ番組は？・・・野村克也「野村ノート」、稲盛和夫「働き方」、テレビ番組は「プロフェッショナル」「アスリートの魂」
・好きな芸能人、著名人は？・・・鈴木一郎、野村克也 理由：監督業とデイ管理者の仕事は通ずる面があります。
■仕事について
・今の仕事を選んだ理由は何ですか？
理学療法士から介護の道を志した学生時代に「リハケア」というフレーズで、リハビリ前置とした介護を提供している創心會を紹介してもらい、自分がやりたいこ
とができると思えたからです。
・日々の業務の中で喜びを感じる瞬間はどんな時ですか？
利用者様とスタッフの笑顔です。最近は特にスタッフのスキルアップや成長が感じられたときも喜びを感じています。
■自事業所の良い所を PR してください。
来所されたご利用者様には必ず大笑いして頂くように取り組んでいます。その源となっているのはスタッフの笑顔と元気のよさです。特に若手スタッフの盛り上が
りに注目してください。ご利用者様はとてもフレンドリーで、私たちと同じ気持ちになって事業所を造ってきたような一体感があります。常にスタッフや他のご利
用者様の様子を気遣ってくださっています。

創心会リハビリ倶楽部 東岡山

小学生から高校生と幅広い年齢層が対象になっています
が、 それぞれのライフステージで必要となる学習支援・ビジョ

・今の仕事を選んだ理由は何ですか？
地元は、全国でも 1・2 位を争う高齢化地域。幼いころから、高齢者に囲まれて育ちました。
「お世話になった方々に恩返しをする」それを仕事にしたいと思いを持った学生時代。福祉・介護の道を考えていた時に創心會を知りました。
運動療法にも関心を抱いていたので、地元に創心會のようなサービスがあれば…という想いも後押しとなり、岡山の創心會で就職を決めました。
・日々の業務の中で喜びを感じる瞬間はどんな時ですか？
来所頂いたご利用者様と交わす挨拶や会話でいつも新鮮に喜びを感じています。
新規ご利用者様との出会いや、卒業（終了）となったご利用者様との街中での再会でも感激してしまいます。
■自事業所の良い所を PR してください。
和風建築の個性が引き立って、もしかしたらご利用者様の在宅環境よりもバリア（障壁）がある環境ではないか？と思います。ここで日中過ごすだけでリハビリに
なるような所です。在宅での自立支援を提案しやすく、そこが強みです。スタッフは岡南地域をよく知った地元スタッフが多いので、地域の歴史や慣習に詳しく、
楽しいお話ができる方たちです。ご利用者様同士が元気づけ合っており、若々しい心を保たれています。スタッフもご利用者様から元気を頂いております。

創心会リハビリ倶楽部 邑久

集団療育

作練習 ( 書字や箸の練習、 衣服や靴の着脱など ) や視る
力を育てるビジョントレーニング、 運動療法を提供し苦手

■自分のストレス解消法やリラックスする方法について教えてください
ぼーっとする事。映画鑑賞。料理を作る事です。
■好きなものについて
・好きな音楽は？・・・邦楽、洋楽関係なく気に入ったもの ・好きな食べ物は？・・・オムライス
・好きな本、もしくは映画・テレビ番組は？・・・ハリーポッター、ワイルド・スピードなど
・好きな芸能人、著名人は？・・・雨上がり決死隊
■仕事について
・今の仕事を選んだ理由は何ですか？
創心會を選んだ理由は、健康運動実践指導者の資格が活かせると思ったからです。
無目的なレクリエーションをしないという方針や、リハビリ前置の考え方に共感し、ここで働きたいと思いました。
・日々の業務の中で喜びを感じる瞬間はどんな時ですか？
ご利用者様が、「できることが増えた」と誇らし気に笑顔で話されている時や、活き活きとした表情をされている時に喜びを感じます。
初めて契約に関わった、女性のご利用者様は印象深いです。その方は、契約時、下肢骨折により歩行が困難になっており、主婦としての役割を果たすことができず
元気を失くされていました。デイに通い始め、機能訓練や実践調理を重ねるうち、次第にできることが増えていきました。ご自宅での家事も担えるようになり、役
割ができた事で表情も明るくなりました。外出の機会も増えました。現在も利用されていますが、状態が良くなったことについてとても嬉しく思っています。
■自事業所の良い所を PR してください。
気持ちが優しく寛大なご利用者様が多いので、新規の方も溶け込みやすい雰囲気があります。ご利用者様同士の交流が活発で、ピアグループも沢山あります。

ジオボード
視覚認知力向上を図るだけではなく、 指先も同時に使用
するので、 手先の不器用さの改善にもつながります。

氏 名
年 齢
血液型
出身地

橋本 健太
24 歳
Ｂ型
岡山県

・日々の業務の中で喜びを感じる瞬間はどんな時ですか？
利用者様から頼みごとをされそれに応えられたとき。「ありがとう」と言って頂けたときです。
■自事業所の良い所を PR してください。
スタッフは競技スポーツ出身者が多く、身体機能やトレーニング知識が豊かで、ご利用者様の機能訓練の負荷量やメニュー提案ができます。スタッフ同士は仲が良
く連携がとてておりますので、質の高いサービスに繋げられていると思います。

