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株式会社 エムダブルエス日高

今月も引き続き、群馬県のMWS日高をご紹介します。

　次々と施設数を増やし続けているMWS日
高。グループ全体としては規模の拡大を図り
つつも、一つひとつの施設は、地域や利用者の
特性に合わせ、生活の質向上に寄り添っていま
す。たとえば、平成27年1月、高崎市には定員
40名のこぢんまりとした認知症対応デイサー
ビスを開きましたが、4月には、栃木県よりの
太田市に延床面積4056㎡の大空間デイサー
ビスを開設。あるいは、日高デイトレでは、空い
ているスペースを、なんと「勉強をしたい中高
生」のために開放。従来のやり方に全くとらわ
れず、地域の必要性に目を向け、新規事業を切
り開いています。さらに今年は、県庁所在地で
ある前橋市が行うCCRC事業に参加が決定。医
療や介護が必要になっても安心して暮らせる
街づくりにも期待される存在となっています。

MWS日高の魅力

代表取締役　北嶋  史誉  社長
「少し前までは、介護は、サービスを提供しさえすれば、ある程度の収
入が確保できていました。しかし時代は変わり、アウトカムが問われ
るようになってきています。大変といえば大変ですが、人を健康にし
て報酬が下がるほうが不自然。介護インセンティブの時代から、健康
インセンティブの時代になると思います。」

県内に広がる特色あるデイサービスの数々
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　医療機関や介護施設において、ICTは、合理
化や省力化を助けるものと言う認識ですが、
先進事例は、ICTを、よりよいサービスを生み
出すための（言い換えれば、競争に勝ち抜くた
めの）右腕という位置づけで活用しています。
たとえば、ビッグデータの活用です。ある通所
系サービスでは、利用者の年齢や病気等の個
人データと、ビッグデータに蓄積されている
情報や介護度改善事例の運動療法のデータを
照合し、より最適なリハプログラムを提案し
ています。もちろん、分析はAIが行います。こ
れにより、これまで、セラピストの経験や知識
に頼っていたプログラムの提案が、より最適
に、より確実なものにバージョンアップした
といいます。
　また、働き方改革が大変な議論になっていま
すが、AIを使えば、労働時間は劇的に短くなり
ます。しかし、AIはまだまだ完全ではなく、で
きること・できないことが明確に分かれてい
ます。その特性をよく理解し、AIを使いこなせ
る人の存在がいるのかいないのかによって、今
後組織の明暗が分かれていくでしょう。

　AIが普及すると、人の仕事がなくなる。そん
な風に嘆く人がいますが、それは少し違ってい
ます。たしかに、AIができる仕事については、ど
んどん代替されていきますが、その分、人間のほ
うが得意な仕事をより大切にしていくことで他
の組織を大きく引き離すこともできるのです。
　では、人間のほうが得意なことは何でしょう。
それは、感情表現やコミュニケーション、嗅覚
や味覚などの感覚です。こうしたことを見据
え、患者にむけたコミュニケーション技法を学
ぶ方も多くなってきています。
　分析は人間よりAIのほうがはるかに得意な
分野です。しかし、その分析結果をどうやって
相手に伝えるのか。この伝え方は、コミュニ
ケーションの熟練度や相手と築いてきた信頼
構築の厚さ、人間味が問われます。
　人工知能（AI）の研究開発の取組は、臨床研究等
ICT基盤構築研究事業及び医療のデジタル革命実
現プロジェクトが、X線や病理診断へのAIの応用
や、AIを活用した診療支援システムの開発に関連
した研究事業を開始しています。未来投資会議の
資料によれば、2018年度診療報酬改定での対応を
検討し、AIを用いた診療支援技術を確立し、2020
年度までの実装を目指すとか。いずれは、AIを用
いた診療支援に向けインセンティブが付けられる
かもしれません。そうなったとき、人はどう動く
のか。今から、試されています。

未来の経営を左右する新規技術
3

AIよりも人間のほうが得意なこと
4

（佐々木  直隆）
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外国人技能実習制度② 
経済連携協定（EPA）の枠組みに限られていたが、この制度で初め
ての対人サービスとなる介護職種については、外国人が担う単純な
仕事というイメージにならないようにする、日本人と同様の処遇を
確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれな
いようにする、介護サービスの質を担保し利用者の不安を招かない
ようにする、といった3つの要素を担保する制度設計で進められる。
厚生労働省の推計によると、2025年には全国で約38万人の介護
職員が不足する見込みで、技能実習生の活用が注目されている。

（ことば306からの続き）
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話し合いの場を大切にしているMWS日高ですが、その組織風土が、生産性
向上につながっている可能性があります。話し合いの土壌があれば、知恵

が集まり、チームの結束力もアップします。自分の意
見が組織に届くことを体感できれば、働く人の満足度
もあがり、もっと良い意見を出そう、もっと良いサービ
スをしようという機運が高まります。考えてみれば、
相手の話を聞くことは、相手の承認欲求を満たす第一
歩。マズローの欲求5段階説によれば、第4階層である
「尊厳欲求（承認欲求）」にあたるのです。承認されれば、
幸福度が増し、幸福度が増せばチームの成果が上がる
という報告もあります。CHO（チーフ・ハピネス・オ
フィサー）を配置し、承認や相手に対する思いやりを
マネジメントに取り入れる企業も出てきています。

はみだしコラム

アイディアソン　アイディアとマラソンを組み合わせた言葉。ア
イディアを生み出すために行われるイベント。与えられたテーマ
を集中的に短期間で検討し、チームで競い合い、成果を披露し、評
価し合う。アイディアが創出できる、チームビルディングができ
るなどから、IT業界やモノづくりの現場で活用されてきました。

太田デイ、10月のプログラム。それぞれのデイの取り組みは、
Facebookで見ることができます。

日高デイトレでは、使用していない空間を地域の学生に
自習室として開放。思いもよらないようなアイディア
です。

マズローの欲求5段階説

低次の欲求
（外的に充たされたい）

自己実現欲求

尊厳欲求

社会的欲求

安全欲求

生理的欲求

高次の欲求
（内的に充たされたい）

　次々と新しいチャレンジに挑み、成果を上げ
ているMWS日高ですが、いったいどこから着
想を得ているのでしょう。北嶋社長に聞いて
みました。
　「アイディアソンを不定期に行っています。
スタッフから、“利用者さんがこんなことで
困っている”とか“こんなサービスを始めたい
のですが”という相談がありますよね。そのと
き、即決できるものは、その場でOKをだしま
すが、“これはコストがかかるな”と思ったり、
一筋縄ではいかないような案件だったりする
と、アイディアソンをやります。やり方です
か？そのときに応じていろいろですが、山間の
研修所にこもってやることもありますよ。」
　とにかく、どんな意見も立ち止まって聞くよ
うにしているという北嶋社長。粗削りの意見
でも、単なる思いつきであっても、決してない
がしろにしないように気を付けています。稚
拙な意見だからと否定してしまうと、人間関係
が固くなり、必要なときに闊達な意見が出にく
くなるからだそうです。

　アイディアソンから飛び出したサービスは
いくつもあります。就業支援事業「DAY 
JOB」もその一つです。
　「ハローワークに障害者求人を出そうとした
ときのことです。看護師の一人から“施設内に
働きたがっている方がいるのに、外部から募集
するのですか？”と聞かれました。素朴な問い
かけでしたが、ハッとしました。そうだよね。
働きたい人にお願いしたいよね、と思いました。
そこで早速、多職種に声をかけアイディアソン
を開催しました。どうすれば働きたい方が働
けるようになるのか。どんなリハビリがより
効果的なのか。就労支援の仕組みを作ること
で、自立できる人を増やしていけないか。そん
なことを話しあいました。」
　そこから出来上がったのが、「DAY JOB」
事業。横文字でおしゃれなネーミングですが、
デイとジョブを掛け合わせた語感は「大丈
夫！」に繋がります。「大丈夫！私たちに任せ
て、大丈夫！私たちと一緒に頑張りましょう」
そんなスタッフの気持ちが込められています。

　まず参加者を募ります。次に、機能の状態か
ら5つの段階に分けます。一番下がG1で一番
上がG5です。デイに通う回数と向上した介護
度の具合によって、point（通称マイル）がた
まり、マイルがたまると、グレードが上がって
いく仕組みです。G4になると、その利用者と
施設はパートの雇用契約を結ぶことができ、
G5になると、正社員としての契約となるそう
です。
　現在、脳梗塞から回復途中の40代男性がこ
の事業に挑戦中とのこと。以前、調理師として
勤務していた経験を活かし、非通所日に、調理
場で働いています。もちろん、給料もきちんと
支給されています。

　最近の傾向として、40～50歳代の働き盛り
の世代で脳梗塞と診断される人が増えてきて
います。これに伴い、介護保険下の2号被保険
者も増えていますが、一定の治療を終えた後に
リハビリをする場所を見つけるのに苦労され
ています。運よくリハビリができる施設に巡
り合えても、復職支援に本気で取り組んでいる

ケースは少なく、「復職はしたいけれど、今の
機能ではどうせ無理だから」と希望すらもて
ない人も多いようです。「DAY JOB」事業は
こうした方々を支える仕組みとして注目され
ることでしょう。その理由は、障害者の復帰、
復職支援は、あまり表だって話題になりません
が、国が変えようとしていることの一つだから
です。たとえば、雇用の角度から見てみると、
法定雇用率の算定基礎は、現在民間企業の場合、
2.0％ですが、平成30年からは、2.2％に引き
あげられます（平成33年4月までには、さらに
0.1％引き上げ予定）。対象となる事業主の範
囲もこれまでは、従業員50人以上だったのが、
45.5人以上に広がります。ひるがえって介護
保険制度改正に目を向けると、要介護度の改善
に対してインセンティブを与える仕組み作り
が検討されています。いずれ、制度の動きに急
かされるように就業支援に乗り出すところが
出てくるはずですが、MWS日高が「DAY 
JOB」を導入したのは、2014年とのこと。制
度が後追いする組織とは、かくも時代の先ゆく
ものか、と痛感します。

　次回は、最終回。介護度改善に本気で取り組
むMWSが導入した新たな仕組み。ICTリハに
ついてご紹介します。

「DAY JOB」事業の進め方

求められている就業支援

DAY JOB！デイジョブ！大丈夫！

（瓜生 千鶴）

そのアイディア、いったいどこから
湧いてくるのですか？
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イディアを生み出すために行われるイベント。与えられたテーマ
を集中的に短期間で検討し、チームで競い合い、成果を披露し、評
価し合う。アイディアが創出できる、チームビルディングができ
るなどから、IT業界やモノづくりの現場で活用されてきました。

太田デイ、10月のプログラム。それぞれのデイの取り組みは、
Facebookで見ることができます。

日高デイトレでは、使用していない空間を地域の学生に
自習室として開放。思いもよらないようなアイディア
です。

マズローの欲求5段階説

低次の欲求
（外的に充たされたい）

自己実現欲求

尊厳欲求

社会的欲求

安全欲求

生理的欲求

高次の欲求
（内的に充たされたい）

　次々と新しいチャレンジに挑み、成果を上げ
ているMWS日高ですが、いったいどこから着
想を得ているのでしょう。北嶋社長に聞いて
みました。
　「アイディアソンを不定期に行っています。
スタッフから、“利用者さんがこんなことで
困っている”とか“こんなサービスを始めたい
のですが”という相談がありますよね。そのと
き、即決できるものは、その場でOKをだしま
すが、“これはコストがかかるな”と思ったり、
一筋縄ではいかないような案件だったりする
と、アイディアソンをやります。やり方です
か？そのときに応じていろいろですが、山間の
研修所にこもってやることもありますよ。」
　とにかく、どんな意見も立ち止まって聞くよ
うにしているという北嶋社長。粗削りの意見
でも、単なる思いつきであっても、決してない
がしろにしないように気を付けています。稚
拙な意見だからと否定してしまうと、人間関係
が固くなり、必要なときに闊達な意見が出にく
くなるからだそうです。

　アイディアソンから飛び出したサービスは
いくつもあります。就業支援事業「DAY 
JOB」もその一つです。
　「ハローワークに障害者求人を出そうとした
ときのことです。看護師の一人から“施設内に
働きたがっている方がいるのに、外部から募集
するのですか？”と聞かれました。素朴な問い
かけでしたが、ハッとしました。そうだよね。
働きたい人にお願いしたいよね、と思いました。
そこで早速、多職種に声をかけアイディアソン
を開催しました。どうすれば働きたい方が働
けるようになるのか。どんなリハビリがより
効果的なのか。就労支援の仕組みを作ること
で、自立できる人を増やしていけないか。そん
なことを話しあいました。」
　そこから出来上がったのが、「DAY JOB」
事業。横文字でおしゃれなネーミングですが、
デイとジョブを掛け合わせた語感は「大丈
夫！」に繋がります。「大丈夫！私たちに任せ
て、大丈夫！私たちと一緒に頑張りましょう」
そんなスタッフの気持ちが込められています。

　まず参加者を募ります。次に、機能の状態か
ら5つの段階に分けます。一番下がG1で一番
上がG5です。デイに通う回数と向上した介護
度の具合によって、point（通称マイル）がた
まり、マイルがたまると、グレードが上がって
いく仕組みです。G4になると、その利用者と
施設はパートの雇用契約を結ぶことができ、
G5になると、正社員としての契約となるそう
です。
　現在、脳梗塞から回復途中の40代男性がこ
の事業に挑戦中とのこと。以前、調理師として
勤務していた経験を活かし、非通所日に、調理
場で働いています。もちろん、給料もきちんと
支給されています。

　最近の傾向として、40～50歳代の働き盛り
の世代で脳梗塞と診断される人が増えてきて
います。これに伴い、介護保険下の2号被保険
者も増えていますが、一定の治療を終えた後に
リハビリをする場所を見つけるのに苦労され
ています。運よくリハビリができる施設に巡
り合えても、復職支援に本気で取り組んでいる

ケースは少なく、「復職はしたいけれど、今の
機能ではどうせ無理だから」と希望すらもて
ない人も多いようです。「DAY JOB」事業は
こうした方々を支える仕組みとして注目され
ることでしょう。その理由は、障害者の復帰、
復職支援は、あまり表だって話題になりません
が、国が変えようとしていることの一つだから
です。たとえば、雇用の角度から見てみると、
法定雇用率の算定基礎は、現在民間企業の場合、
2.0％ですが、平成30年からは、2.2％に引き
あげられます（平成33年4月までには、さらに
0.1％引き上げ予定）。対象となる事業主の範
囲もこれまでは、従業員50人以上だったのが、
45.5人以上に広がります。ひるがえって介護
保険制度改正に目を向けると、要介護度の改善
に対してインセンティブを与える仕組み作り
が検討されています。いずれ、制度の動きに急
かされるように就業支援に乗り出すところが
出てくるはずですが、MWS日高が「DAY 
JOB」を導入したのは、2014年とのこと。制
度が後追いする組織とは、かくも時代の先ゆく
ものか、と痛感します。

　次回は、最終回。介護度改善に本気で取り組
むMWSが導入した新たな仕組み。ICTリハに
ついてご紹介します。

「DAY JOB」事業の進め方

求められている就業支援

DAY JOB！デイジョブ！大丈夫！

（瓜生 千鶴）

そのアイディア、いったいどこから
湧いてくるのですか？
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