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杉本　浩司 

乃木坂スクール　＃10 前例を超えて創造する流儀～医療・福祉を現場から変えるために～ 



⾃⼰紹介



かっこいい　日本一　介護	



コメント３４件→辛辣な悪口２８件 
　　　　　　　　→泣きたくなる→いや、泣いたし。 



                          

 
 
 

刈り上げナルシスト。 





*杉本 浩司
介護福祉士/修士（医療福祉学） 
 
特別養護老人ホーム介護職 
訪問介護サービス提供責任者 
通所介護管理者、居宅介護支援管理者 
地域包括支援センターセンター長 
特別養護老人ホーム施設長 
 
講演回数は年間70回以上 
現在は年間延べ6,000人が聴講 
講演回数延べ　600回以上 
今までの聴講者延べ人数は4万人以上 
 
*中央法規「おはよう21」連載 
*制服プロデュース 
*コンサルタント 
*メディア出演 
 
日本の介護を変える、介護から日本を変える 



mission

⽇本の介護を変える



                          【2008年】 
日本で初めて！ 
毎日散歩するデイサービス 
【2014年】 
東京の特別養護老人ホーム初 
機械浴撤廃！全室個室個浴！ 
【2014年】 
介護施設初！「宝地図」取組 
 



                          ・年間60回以上の外出行事 
 
・外出は公共交通機関利用 
 
・普段から個浴で入浴介助を 
　してるから、どこの旅館 
　でも対応できる 





                          

 
今年４月に 

当法人が春日部で 
特別養護老人ホームを 
オープンしました。 



                          

 
１年間だけ 

伊興園で勤務した 
新卒の杉山さん（女性）が 
この施設に異動しました。 



                          

 
 

このオープンした施設には
寝たまま入る機械浴が 

あります。 



                          

 
杉山さんは１年間 
伊興園で160名の 
ご利用者を個室個浴で 
入浴介助をしてきました。 



                          

 
春日部の特別養護老人ホーム
の竣工式典のときに 
僕を見つけた杉山さんは 
僕にこう聞きました。 



                          

 
機械浴に入るご利用者って 
どんな状態の人なんですか？ 



                          

全室個室個浴に改修してから 
 

この４年間で 
伊興園に入職した職員は 

30名以上です。 



                          

そして、伊興園の 
介護職員の腰痛者は 

 
個浴にしてから 
減っています。 



２人の出会い… 

2006年4月に大学院で出会う 
ことしもまた、縁を結ぶ会’10！ 
総合司会をさせていただく。 



杉本はなぜ介護なのか？



                          

 
モデルで１番になる。 

↓ 
介護で１番になる。 



                          

当面はモデルだけでは 
食べていけない。 

 
リスクマネジメントとして

介護業界へ。 



                          メンズノンノ専属モデルオーディション 
5,000人→30人→落選 



                          半年～１年雑誌,ショーのモデルやる 

↑伊勢谷友介さんに勇気もらう 
「やりたいことやればいい！」 



レセプションで会った 
 
チャイナドレスの 
謎の美女… 
 
 
僕の人生は 
この人の一言で変わった。 

＊写真はimageです 



モデルでは1番とれない！ 
介護で1番とれ！ 
 
あなたはスポットライトを 
浴びたのが気持ちよかった 
 
あなたなら介護が必要な人に 
スポットライトを 
当てられるでしょ！ 



                          

 
 

４０歳までに 
介護で１番をとると誓う。 



６年前に介護福祉士の上級資格の 
認定介護福祉士の在り方検討委員会
の幹事に現場の介護福祉士を 
１名いれることになった。 
 
１４０万人の介護福祉士から 
１名選出されたのが僕w 
 
認定介護福祉士の人物モデルと 
言われたりする。 



                          

 
 

５年前倒しで目標達成！ 
 

（僕の解釈w） 



積極的に露出する



積極的に露出する！なぜ？ 

東京MXテレビ 読売新聞 日本テレビ 

モデル 渋谷ヒカリエ 
トークショー 

MV主演 



美st…  
STORY世代のビューティー雑誌 
 
２月１７日発売の４月号１ページ載りました！ 
美st読者で介護者も多く、多くのことで悩んでいます 
そのお悩みにお答えしましたー！ 



この右側の 
ページに 

写っている方が 
この会場に 
いたりして！？ 



この右側の 
ページに 

写っている方が 
この会場に 
いたりして！？ 



                          

 
介護が必要な人のイメージと 
介護職のイメージを変えない限り 

 
日本の介護は変わらないから。 



                          

「介護」という仕事の 
imageが悪い。 



                          

いや、「介護」の 
imageが悪い。 



                          

介護が必要な 
かわいそうな人 

「介護」のimageは悪い。 
片麻痺で車椅子の人、寝たきりの人 

認知症で徘徊する人… 

この人たちの日々できないことや 
認知症の人の大変な行動に付き合う 

 
介護は地味で過酷
な大変な仕事 



介護が必要なかわいそうな人 

その人の当たり前の生活を取り戻す 

一般人から 
見ると 

介護職は地味で過酷な大変な仕事 

片麻痺で車椅子の人、寝たきりの人、認知症で徘徊する人 

この人たちの日々できないことや 
認知症の人の大変な行動に付き合う 

ご利用者本人も申し訳ないと 
思っている 

自分が関わることで歩行や排泄など 
ご利用者のできることを少しでも 

増やして笑顔を見たい 

食事・排泄・入浴・移乗介助 
といったご利用者ができない 

ことを補なって、人の役に立ちたい 

←これにアップデート 
　できていない 

介護
職 

介護
職 「してあげる」ケア（介護職上位）（主語＝介護職） 

介護の専門性（目的を達成するパートナー）（主語＝利用者） 



介護が必要になった方に 
食事を食べるお世話をする 

トイレで排泄できない方に 
ベッド上でおむつ交換する 

入浴ができない方に 
入浴のお世話をする 



                          

これだけをやるimage。 



網から落ちないように 
セーフティネットをはってる。 



セーフティネットは 
 

生活習慣病予防、 
介護予防、認知症予防 



ならない方がいい。 



なったら不幸。 



ご利用者は申し訳なさそうに 
 

「ごめんね」「ありがとう」 
 

って言う。 



日々の生活でできないことを 
補うことだけが介護の仕事なの？ 



ちょっと待った！



こんなの専門職
じゃないよ。 



その人の「いまの夢」を引出すこと 
まずはこれをやる。 



毎日ルーティン業務の繰り返し。 
↓ 

夢を叶えるための 
ルーティン業務に変わる。 

↓ 
その夢を叶える。 

食事・排泄・
入浴介助 



「いまの夢」を叶えると 
ご利用者は生きることに欲が出る。 



この過程をクリアしていくと 
 

分厚かったバリアを 
剥がしていくことができる。 



「幸せになっていい」と思える。 



介護は幸せをプレゼントする仕事。 



僕らの仕事は関わった 
全ての人のバリアを剥がして 

 
その人の「いまどう生きたい」を 
引き出し、それを叶えること。 



僕たちの専門性は 
 
その人の 
当たり前の 
生活を取り戻すこと。 



「してあげる」ケアではなく 
目的を達成するパートナー。 



僕らが関われば高齢者も 
幸せだったと生ききることができる 

　 
介護福祉士はかっこいい 

そんな仕事ができる僕らは幸せだ。 



だから 
こんな素敵な仕事が 

大変じゃないわけない。 



「当たり前の生活」は一人一人違う 
 

それを叶えていく仕事だから 
 

介護はクリエイティブな仕事。 



なんでこう思うようになったか。 



介護はやめておきなさい



なぜ介護福祉士になると言うと 
止められる？ 



 
なぜ美容師や保育士に 
なると言っても止められない 

その違いは何？ 
 



 

 
美容師や保育士は介護福祉士と 
比べても給料は同等かそれ以下 
 
なのになぜ？ 
 



 

憧れの職業は 
止められない。 



憧れの職業の条件 

これまでの生活の中で 
見たり触れたことが　

ある職業 
↓ 

保育士、看護師、教師、警察官、
消防士、美容師等 

触れたことはないが 
華やかで目にしたこと

がある職業 
↓ 

芸能やプロスポーツ選手等 

介護はどちらにも当てはまらない。 

こっちであれば 
介護にも可能性がある！ 



東京９０％　 
ロンドン２０％ 



 

ヨーロッパでは 
介護は憧れの職業にあげられる 

 
それはなぜ？ 



東京９０％　ロンドン２０％ 
*公共機関のバリアフリー率（2012年調べ） 

日本では介護が必要な方が 
外出する方は少ない 

 
ロンドンでは介護が必要だろうが 
アクティブに外出する方が多い 

介護が必要な方の街への満足度は 
ロンドンが東京を圧倒する 

それはなぜ？ 

ロンドンでは
一般人も介護
のプロも関係
なく支援する →

普段の生活
で触れるか
ら憧れにも
なる 



公共機関のバリアフリー率９０％の
東京では… 

山手線（10両編成） 
 
ピークは2,3分に 
1本発着 
 
恵比寿駅 
１日３１５本 
（内回りのみ） 



渋谷のスクランブル交差点では？ 
 
１回の青信号時通過人数は… 
　　　　　　　　　　　　3,000人！ 
１日あたりの通過人数は… 
　　　　　　　　　　　　　50万人！ 
 
*世界でも類を見ない通行量を誇る交差点* 



公共機関のバリアフリー率２０％の
ロンドンでは… 



	
	

つっちー/介護福祉士	
世界中の介護を知りたいと2017年3月よりイギリスで福祉施設に住込みでボランティアをしな
がら世界中の介護施設を見ている男。住込みボランティアをしながら、フランス、イタリア、スイ
ス、スペイン、ドイツ、オランダの福祉施設を見る。2018年3月はアジアに移り、、シンガポール、
タイ、ベトナムを回って2018年3月16日に帰国。4月13日に1年半ぶりに会ったら、6月からベト
ナムの老人ホームで働くことになりましたー！ってwww	
ちなみに聞いてもないのに彼が僕に年収を言ってくれました。	
彼の年収は120万円とのことですw	

 
 
地下鉄ですが、すこし前までは評判悪かった
のは事実みたいで、周りの人が協力して階段
上ったりなんてのもよくあったみたいです。
ロンドンオリンピックの頃からだいぶ変わっ
たみたいで、車いすの利用者さんとロンドン
の街中や、サッカースタジアムに何度か行き
ましたが、そこまで不自由はなかったですよ。
エレベーターはどこの駅にもありますし、 
駅員さんが凄い親切にしてくれました。　 
ただ、地下鉄の駅はどこも古くて、狭くて、
迷いやすいのは感じました。 

 
	



７年後以降は日本でも 
介護も憧れの職業になっていく。 



７年後の2025年には人口が一番多い 
団塊の世代が75歳になる 

お金持ちの 
こんなおじいちゃん 

おばあちゃんがたくさん 
 

　こんなおじいちゃんが 
　　外に出ないで 
　　家にいる？ 



四条烏丸の
スタバでの
エピソード 

もう４年も前の話 

*写真はイメージです 

よくこのスタバに来る 
左片麻痺でなんとか車椅子を 
自操している大柄な女性 
 
彼女が 
「おねえちゃんちょっとー！」 
と店員さんに声をかけると 
女性の店員さん２名が彼女と
いっしょにトイレに行きます。 
 
車椅子⇄トイレの移乗介助を 
している。 
 
このスタバで何回かこの光景を 
見てる。 



東京のスタバでも 
筋ジスの方が顎で車椅子を操作し 
温かい飲み物を注文すると 

 
ストローを挿し、ストローで 
飲んでも熱くない温度に冷ました 
状態にして飲ませてくれた。 



スタバだけじゃない 
これからはデパートや 

GUCCI、Louis Vuitton等の 
ハイブランドでも、 

ファミレス、飲食店といった 
全サービス業で 

 
移乗や着脱といったちょっとした 
介助が店員に求められる時代になる 



スタバックスコーヒージャパンや 
GUCCIジャパンから 

 
あなたに介護技術の講師依頼が 

来るかも。 



街中のいたるところで 
普通に店員さんのサポートを受けて
普通に外出できるようになる。 

 
そうなったら当たり前に 
介護が目に触れる 

そうなれば憧れの職業になっていく。 



                         

これからの介護のカタチ



image共有



                         

成功体験の
積み重ねで

介護福祉⼠prideを育成する
介護職prideを育成する



制限をぶっ壊せ！



現実をぶっ壊すから夢は叶うんだ。 



平成３０年１月～５月に埼玉県で 
20数施設の特別養護老人ホームが 

オープンする。 
 

当法人も４月に１施設オープン。 
 

多くの法人が採用難で 
オープン後も職員が足りずに 
ユニット閉鎖をしている。 





杉本の人材育成 



　成功の８０％は 
　メンタル（心理面）であり、 
 
　２０％が 
　方法論（やり方）である。 



考えるな　感じろ！ 



行動を生み出すのは感情である。 
そして、効果的な行動が 
望ましい結果を生む。 

思考
↓
感情→⾏動



やってみるはない。やるかやらないかだ！
お試しなどない。 

“No!Try not.Do or donot.
There is no try.”



多くの人は制限をつくる 
 
できない理由を 
やる前から並べあげる 
 
そういう「思考の癖」ができている 



自分を守ること、 
傷つかないことの 
原則は変わらないことだから 



何もしなければエラーは起きない 
しかし、何も起こらない 
 
行動をすれば 
エラーが起きる可能性はある 
しかし、 
何かが起こり、変わることもある 



                         

失敗したらどうしよう。 
 



                         

だいじょうぶ。 



                         

行動して起きるエラーは 
失敗ではない。 



                         

 
経験は 

成功と失敗ではなく 
 

成功と学びだ。 
 



慣れていないことをやり出すと 
継続するのが大変。 
 
大変だけど、継続し続ける。 
そうするとそれが常識（習慣）になる。 
常識（習慣）になれば継続できる。 
 
 
▶人は常識（習慣）のみを維持できる。 



                         

介護の３K。 



一人一人に対して 
その人の想いに 

神対応
ができる

介護の３K ご利用者の 
当たり前の生活を 
取り戻すことができる 

それは

かっこ
いい

× 

かなり
かっこ
いい

だから 
↓ 



 

 

介護業界にはidea manはいる。 
 

innovatorはほぼいない。 

（いまあるモノをよりよくする） 

（革新者：新しいモノを取り入れる） 



 

 

idea manも大事。 
 

だけどinnovatorになろう。 



介護の常識をぶっこわせ。 
 

生活なんだ 
目茶苦茶くらいがちょうどいい。 



Visionは【Marketing】＋【覚悟】 
 

Visionをもっている人はCreater 
 

Createrの周りには人が集まる。 
 

人が集まるとInnovationが起こる。 
 

Innovationが起こると 
人材育成ができる。 

（目標、夢、志） （適切な価値を提供） 

（創造する人・創る人） 

（革新） 



笑顔とありがとうで 
人も職場もお客様も変わるよ。 
 
人は鏡の関係。 
自分が笑えば、相手も笑うよ。 
 
笑顔もありがとうも褒めることも 
認めることも伝染する。 
 
ご清聴 
ありがとうございました。 
 


