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社会福祉法人 まなの会 

平成 28年度 事業報告 

《１》法人本部 

 シャルールカトレアの年間稼働率が目標にまだ遠いが、２８年３月から開始した新たな取り組み（リ

ハビリ栄養）が定着しつつあり、少しずつ稼働率も向上している。他の事業所も目標稼働率には届かな

かったが、各事業所で原因を分析するよう指示し、今後の対策を練っている。 

一方、事業所の数が増えたことにより各事業所が独自の判断で動く、あるいは必要な情報が事業所間で

うまく伝わらない、などの課題が見えてきた。それぞれの事業所の特性を生かしつつも、法人内の事業

所が最終的には同じ方向に向かえるよう、管理者レベルでの会議開催の必要性を感じた。運営・収支両

面で、また管理者が抱え込んでいる問題を共有し共に解決策を見出す、また情報を交換・伝達できる場

として、管理者レベルでの会議を次年度は定期開催としたい。さらに今年度の計画で上げていたもう１

点、『ＯＪＴ導入』についても、課題やより効果的な進め方について検討の余地があり、会議でさらな

る改善を図り、職員定着へ導いていきたい。 

 

最後に、新規事業所として建設中の（仮称）カトレア鈴蘭台、（仮称）ケアハウスカトレアすずらん

台については、９月の開所に向けて進んでいる。次年度早々に職員も採用し、本格的な開所準備に向け

た動きをしていく。 

 

《２》介護老人福祉施設「カトレア三木」 

平成１８年１０月１５日開所 定員：入所５０人 短期入所２０人 

【総括】 

 今年度は低迷していた稼働率であったが、入院が長期になる見込みであれば入所の調整をするこ

とで、迅速に対応できるように改善した。その結果、平成２９年１月から稼働率は改善傾向となり、

２月には９５．２％と稼働率は向上した。一旦退所となった方も、退院の目途が立てばスムーズに

再入所の調整をした。 

 カトレア三木では、次年度には８割ちかい職員が介護福祉士資格保有者となる。介護福祉施設の

知的財産として、介護職員のレベル維持アップのためのベースとしていきたい。今年度は３組のＯ

ＪＴ取り組みを開始し現在も継続している。同じ担当者が対応することで入職者は相談しやすく関

係性も築きやすい。またＯＪＴの取り組みは、職員の教育という視点だけでなく職員定着の視点か

らも重要視しており、安定した人材確保のためにも引き続き取り組んでいく。 

 看取り対応で退所となられた方は３名であった。看取り介護委員会等で細かい対応について見直

しをし、利用者・家族・職員がともに穏やかな看取り対応ができるように取り組んでいきたい。 

 

■年間稼働率   ９３．７％  

 

【各部署報告】 

◎総務部門 

事務処理の効率化を図るために簡素化に努めた。必要・不必要をその都度話し合い分けていくこ

とで、一人ひとりの業務作業短縮につながっているように思う。担当者が不在の場合、伝え忘れ・

想定外の質問などがあった時は他部署へすぐに返答が出来ず迷惑をかける事もあった。より密な情
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報の共有をしていく必要がある。 

備品については経年による劣化や故障があり、その都度職員や利用者へ迷惑がかからないように

対応してきた。『施設の備品』という意識を持ち、大切に扱う事を再度周知徹底していく必要もあ

る。新しい備品依頼があった時は目的や効率だけでなく、利用者やご家族にとっても利点があるか

などさまざまな視点から検討している。 

 

◎介護部門 

毎日行う健康体操及びＤＶＤ体操や嚥下体操を充実してきたが、年度途中より職員の退職等により日

常業務以外の余暇活動になかなか取り組む事ができなかったが、集団レクから各ユニットで行う活動に

切り替え、余暇活動に取り組んだ。また季節感を感じていただけるようなユニット内の飾りつけを行い

利用者に四季の移り変わりを感じていただくことが出来た。今後は利用者の状態等を配慮して集団レク

のあり方についても再検討していきたい。 

職員に関してはスキルアップが図れるよう毎月の施設内研修に加え、全体会議後に行うミニ勉強会で

は外部研修を受けた職員の研修報告を行い全体へのフィードバックに努めた。 

 

◎看護部門 

 本年度も入所者の健康管理と異常の早期発見に取り組んだ。 

皮膚トラブルが多いため、毎日の観察と不潔にならないように、安全で安楽、そして効果的な陰部洗

浄の指導を介護職員へ実施、陰部や臀部のただれが軽減できた。また、フットケアを行うことで白癬な

ど重症化しないように注意し感染予防に努めた。このように介護職員と連携し日々の観察と情報の共

有・収集に努め、必要に応じて専門医への情報提供、早期対応を行った。 

また、今季はインフルエンザやノロウイルスなどの流行性感染症に罹患した利用者は１名もなく穏や

かに過ごしていただくことができた。来季も感染対策を怠らないように意識していきたい。 

看取り介護では、ご本人やご家族のご意向を明確に伺い、その人らしさを考えながら過ごしていただ

けるよう努めていきたい。 

 

◎栄養部門 

春夏秋冬、季節に合わせた食事、行事食の提供をおこなった。今年のお寿司バイキングは地域交

流室に集まり、賑やかに行うことができた。行事食やお弁当など、いつもと違う雰囲気の食事では、

介助が中心の方や普段は食が細い方もしっかりご自身で食べられ、完食される方もたくさんおられ、雰

囲気もとても大事だと実感した。毎日の食事ももちろんだが、行事と合わせて楽しい食事をこれからも

提供していきたいと思う。 

また各専門職とご家族とのカンファレンスでは、体重の推移、食事摂取量、摂取状況、提供している

食事についての説明も行っている。ご家族の意向を知り、これからも利用者個々の状態に沿って細かく

対応し、安全に楽しく食事をしていただけるよう、連携をとりながら栄養管理をおこなっていく。 

自分で食べる事が難しくなり、介助による食事の方が増えているが、自分で選択する、少しでも

自分で食べられるということをできるだけ長く維持できるよう支援をしていきたいと思う。 

 

◎相談援助部門 

入所者個々の高齢化などから入院期間が長期間の一途をたどっており、稼働率確保・向上が難し

くなってきている事を痛感する一年であった。来年度以降は一旦退所となっても状態が落ち着いた

らもう一度優先して利用できるよう調整するという点に重心を置き、全体稼働率に注視して計画的



 3 

なベッド調整に取り組むことで稼働率の安定、必要な方への入所案内につなげていきたい。そのた

めに相談業務・相談受付に関する体制を見直しこれまで以上に連携を図る体制を作っていく。 

 また、体制作りだけではなくご家族との信頼関係構築も不可欠であると考える。そのため、日頃

のご家族からのメッセージに対して、事業所内で必要最大限の情報共有を行ない、個人の主観では

なく施設としての返答が出来るようにする。面会に来られたご家族へ一言ずつでもご本人の様子を

お伝えして日頃から「顔の見える関係」を作り、施設の意図するところが誤解のないように伝わる

ように丁寧な説明、声かけを出来るようにすることで信頼感のある施設づくりを目指す。 

 

◎介護支援専門員部門 

医療面は状態管理や看護的指導は看護職員が行い、介護職員へ目線・気配りの点などの指導して

いる。そういった事の積み重ねにより、以前では受け入れを断っていた方も利用出来る、また医療

面での介護が必要な状態になっても継続して施設生活が出来るようになっている。今後さらに医療

との連携を密にはかりながら安全に十分配慮してすすめていきたい。 

また医療が必要な方も含めて、個人に合わせた環境を整えて快適に過ごせるように取り組んでい

る。予防の視点と身体状態が変わった際にタイムリーに症状にあった環境を提供出来るように取り

組んでいる。今後も理学療法士に助言を求めながら利用者の安全面や居住環境、移動方法等の相談

や連携をとっていきたい。言語聴覚士には経口維持について中心となって進めていただき、利用者

の誤嚥性肺炎のリスクの軽減に努めている。評価や計画を各職員が理解し共有出来るように取り組

んでいきたい。 

 

《３》特定施設入居者生活介護「ケアハウスカトレア神戸」 

平成２２年４月１日開所 定員：３０人 

【総括】 

９７％の稼働率維持は達成できず厳しい振り返りとなった。入退去調整担当を中心に至急の改善

策を検討し次年度は改善していかねばならない。 

人材育成の面では事業所内で３年目となるＯＪＴも浸透し軌道に乗った。新人育成はもとより指

導する側の成長を感じることができた。 

その一方２８年度は離職者も目立ったが、下半期にかけて業務体系の見直しを図り改善策を練る

ことができ、次年度には新たな業務体系でのスタートを切る準備も何とか完了した。２９年度は体

系の微調整を行ない、早急な固定をしていくことが近々の課題である。 

また新規事業を見越した人材登用が本格化していく中、既存施設のスタッフの指導力アップに向

けても力を入れ新規事業開設までにある程度のスタッフ育成が出来るよう体制を整えたい。既に決

定している開設準備室の人材についてもあらゆる面での育成が急務と考える。 

 

■年間稼働率   ９５．０％ 

 

【各部署報告】 

◎総務部門 

１）人材育成に取り組む。 

①仕事に対する責任感を持てるようにする。 

今年度、初めてＯＪＴ指導担当にあたった職員からは「やってよかった」「自分の勉強にもなった」

という言葉を聞くことができた。新卒職員は次年度からフロア異動の予定だが、「どこのフロアでも 
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勉強としてやってみたい」と意欲的であった。 

②外部研修等を通じて自施設を見つめなおし、より良い施設を作る意欲が持てるようする。 

「勉強をする」以外にも他施設の職員との交流を持つ機会でもあり、多角度から自施設を見ることが

出来ている。 

③職員から意見・提案が出るように意図的に場を設け、実現に向けて考え、動けるようにする。 

「問題について考える」「よりよい施設にするためにはどうすればいいか」を当事者として意識を持

てるようになっている。 

２）法人全体を見据え、体制を整えていく。 

①法人全体の動きを見据えた職員の育成を行う。 

 今年度は介護職員の離職率が４５．５％と高く、自施設の体制を整えることに手一杯であった。 

②夜勤を含め、勤務体制の見直しを行う。 

 今後の人材確保と介護職員の勤務条件向上のため、夜勤・遅出について次年度から勤務時間（体制）

を変更する。 

３）経費削減に取り組む。 

①職員一人ひとりの「備品を大切にする」「無駄をなくす」という意識の向上を目指す。 

適正な使用を各種会議や申し送りにて呼びかけるとともに、調子の悪いものについては早めに報告す

るよう徹底した。 

②省電力化を通じて経費の削減と環境への配慮の両立を目指す。 

光熱費については適正な使用のためのルールを今年度も適用し、各種会議や申し送りでの伝達だけで

なく個別にも説明をおこなった。 

４）地域に貢献する活動を行う。 

昨年度下半期から、鈴蘭台地区第２ブロックで立ち上げた「すずらん会」に施設長が定期的に参加。

その他、７月には鈴蘭台荘にて、地域住民の方を対象に「認知症について」の講習および劇を行った。 

 上記活動とは関連してはないが、３月に近隣の保育施設・桜の宮保育所に笑福亭鶴笑氏が訪問。この

訪問は、当施設に笑福亭鶴笑氏に来ていただいたことからつながり、施設長が仲介・調整し実現した。 

 

◎介護部門 

【１Ｆ】 

１）気配り・心配りを持ったケアを提供する。 

①視覚や聴覚から季節を楽しんでいただくために。 

ウエルカムボードやフロア壁面に季節感のある飾りつけを毎月行い、テーブル上や居室に飾り付け

や季節の花を置いた。 

②食事について 

・好みのメニューで無い場合に備えて本人にヒアリングを行い、苦手なメニューが続くときは食欲

がなくなってしまう前に、早めに施設で用意して提供すると、いつも以上に笑顔で召し上がった。 

・今年度は外出・外食の機会が他フロアに比べて少なかった。次年度は個別での対応だけでなく月

に１回、出前やデザートを１Ｆの入居者全員で楽しんでもらえる機会を設けたいと考えている。 

③胃ろうの方（発語が少ない方）への対応について 

離床時は一緒に音楽を聞いたり、機能訓練をしながら声掛けを行い、笑い声や発語を引き出せるよ

う対応してきた。年間を通してご本人の顔をみて声かけすることを意識し、笑顔や笑い声の回数を

増やすことが出来た。 

２）会話のある明るい雰囲気を作る。 

入居者の発語をうながす事を年間の取り組みとしても掲げ、取り組んできた。 
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入居者同士でコミュニケーションを取ることが難しくなり、さらに言語機能が低下するおそれがあっ

たため、職員が積極的に関わりを持ち、職員が中心となって入居者同士をつなぐ役割が必要となった。 

今回取り組みを行うことで、職員の意識の持ち方や職員からの働き掛けも以前より積極的に出来るよ

うになった。また発語が見られたときは、そのことをご家族に報告して喜んでいただけた。 

３）ご家族に「安心」と思っていただけるケアを提供する。 

①朝のレクや機能訓練について 

疲れないよう、個別に参加時間を考慮し、今まで以上に個別に「背中のばし」などの援助を取りい

れてきめ細かい対応を行った。 

②外出行事 

体調不良や天候不良以外は、外出行事に参加して楽しんでいただけるようにした。 

③様子観察（少しの変化・兆候を見逃さず、他の部署と連携し、早期発見・対処する） 

介助方法の見直しと統一、生活環境の改善を行っていく。 

④食事や水分量について 

楽しくそして、たくさんの食事をしていただくために、次年度は正しい姿勢（シーティング）を年

間の取り組みにしたい。 

【２Ｆ】 

１）入居者に楽しみ・喜びのある生活を送っていただけるようにする。 

①目的を持ってそれを楽しみにして集まるという感覚を持って参加できるよう工夫をしてきた。 

 ・フロアの作品制作、作品を飾って見て楽しんでいただく 

 ・一緒に唄を歌う。 

  作品を作ることが得意な方は他の方へ教えたり、出来るところを少しでも参加しようと自らされる

姿が見られた。また、合唱は入居者同士で相談したりリードする方など、いずれの活動も入居者間

の関係性を作る結果につながっている。 

 ②夕食後に団らんの時間を設ける。 

  夕食後に、テレビ・ＤＶＤを観て一緒に過ごしていただく時間を設ける試みを４月から行ってきた。

２～３ヶ月ほどは「今日は何観るの」と楽しみにしておられる方もいたが、夏頃より居室で早く休

みたいといわれる方が少しずつ増え、参加されない方も出てきた。現状では２名の方が一緒にこの

時間を過ごしているのみである。ただ、夕食後の団らん時間をきっかけに、日中に居室で一人テレ

ビを観て過ごしておられた方がフロアのテレビを観に出てこられ、４～５名の方がお話をされなが

ら過ごしておられる様子がよく見られるようになった。 

①②の取り組みは、一人で過ごされる時間を減らすことで入居者の喜びや楽しみを増やしていただこ

うということから始めたが、実際に一人で過ごされる方は少なくなり、そういう意味では目標を達成で

きたと考えている。今後も継続していきたい。 

２）職員の意識を良い方向へ向け、意欲を向上させる。 

  ①基本を確実にこなして応用力を身に付ける。 

   入居者の現状に合わせた業務マニュアルの見直しをフロア会議で取り上げ、話し合いをして 随

時見直しを行った。 

  ②一人ひとりが基本的な業務をこなせるようにする。 

   新入職員にはＯＪＴでの月ごとの目標を設定し、それを達成することでこなせるようになってい

る。新入職員以外には「出来ていなかった部分」を連絡ノートや個別で指摘し、必要に応じて介

護リーダーが指導にあたった。 

  ③観察をケアにつなげる。 

   「コミュニケーションをとる」ことで職員が入居者やその身辺に目を向けることが出来るよう、 
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作品作りの時間や入居者の身辺の整理の時間等を業務に組み込み、意図的にその機会を設けるよ

うにした。日々の関わりの中で入居者と会話をする時間を設けることで「結果的に身に付けられ

るようになれば」と思い取り組んできた。 

【３Ｆ】 

１）入居者が明るく楽しく過ごすことが出来るように、入居者同士の良好な関係性を作る。 

入居者が良好な関係を作っていくために、まずはフロアで過ごす時間を増やすようにした。 

・おやつ・喫茶後に飾り作りを一緒に行いながら入居者同士が交流をはかれるようにした。 

・フロアの壁面飾り作りは週３日程行い、居室入り口用の小さな飾作りも月に１回実施。 

次第に作業を楽しみに待たれるようになった。無理強いはしないことを原則として、日によっては作業

に参加はせずにフロアに残り、テレビを観ているだけでも“一緒の時間を共有している”ことに重点 

をおいて取り組んだ。 

・一人の入居者が何かを担当することを避け、順番にお願いした。  

・フロアの壁面飾り作りでは、入居者と相談しながら何を作るか決めて少しずつ行った。全ての工程

を一人ひとりが行うのではなく、分担制をとるようにした。 

・少々の言い争い程度は関係性構築の一つとして見守ることもあるが、後のフォローに努めた。 

そうすることで、入居者同士が自ら集まって会話をすることが増え、作業・レクやクラブ活動への参

加を誘い合って楽しむなどの姿が見られた。現在、大きなトラブルは少なく、入居者同士の良好な関係

を保てている。 

２）（新入・中堅）職員の育成を行う。（ＯＪＴ） 

指導にあたった中堅職員は、初めての指導ということもあり、戸惑いやうまくいかないもどかしさも

あったようだが、フォローと指導はリーダーが行い、悩みは毎月のミーティングや日々の中で話し合う

ようにしてきた。 

リーダーがチェックリストを作成、出勤したら居室担当者の仕事を行うことに時間を費やすというこ

とが習慣付けられることで、全員担当者と関わる時間が増えて状態の把握や要望の汲み取り等が出来る

ようになった。 

  

◎看護部門 

１）看護部署内でのスキルアップを図る。 

①知識・技術の向上 

業務の中で分からない事、対応方法で迷ったことなどは資料などを参考に看護職員間で話し合いを 

行った。また、必要に応じて医師や理学療法士、言語聴覚士にアドバイスを仰ぎ、看護職員一人ひ

とりが正しい対応が出来るよう図った。 

また勉強会を行ったことによって、看護職員間の技術の統一と、介護職員へのアドバイスについて

も統一が図ることが出来た。知識が向上することにより、疾患や身体的トラブルの予防や異常の早期

発見につながった。 

②入居者の身体的・精神的な変化に応じた看護の実施 

・毎日入居者全員と関わりを持ち、変化に気づけるよう観察をした 

・口頭での報告や医務日誌に記録し看護職員間で情報を共有 

・ケース記録の把握・記入・職員との会話の中での情報交換やフロアノートを活用し、看護職員お

よび介護職員間での情報を共有 

２）充実した看取りケアを目指す。 

ターミナルケア対象の入居者に対しては寄り添うことを第一に、次のことに配慮した。 

・頻繁に訪室して安心のための声掛け、スキンシップを行う。 
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・細かく観察し、異常の早期発見に努める。 

・皮膚乾燥・発疹・褥瘡などのスキントラブルへの早期処置をし、ご本人の苦痛軽減につなげる。 

・口腔ケアを１日３回行い清潔にすることで誤嚥の予防に努める。 

・少しでも苦痛がないよう、安楽な体位で過ごしてもらえるように枕・クッションの使用を工夫。 

・ベッドサイドの環境の整備や音楽をかけてリラックスできる雰囲気作りを行う。 

・ご家族の気持ちに寄り添い共感する。 

・ご家族に本人の経過の様子など細かく報告する。 

これらを実施してきたことでご家族との信頼関係を構築することができ、実際に最期を迎えられた後

に、ご家族より「安心してここに置いてもらうことが出来ました」「良くしてもらって感謝しています」

と言っていただける結果となった。 

３）感染症予防への取り組み 

①職員全員が同じ対策がとれるようにする 

・職員に対し、インフルエンザ・ノロウイルス感染症の疾患についての研修の実施 

・ノロウイルス感染症発生時の初期対応について実践研修の実施 

・研修に出られなかった職員への個別指導 

・ノロウイルス感染症対策マニュアルの確認（看護職員・感染委員にて） 

②ノロウイルス感染症の疑い発生時の実際の対応とその後の課題 

・感染症対策マニュアルに沿って、感染の拡大を防ぐことができた。 

・厨房を含めた全部署で連絡と情報の共有・連携をとることができた。 

 

◎栄養部門 

１）マンネリ化を防ぎ、飽きの来ない食事の提供を行う。 

定番のメニューを基本としながらも、メリハリをつけるために特別な日（特選素材の日・ご当地グル

メの日など）には「食材の種類等含めて普段の食事では出てこないもの」を提供。普段より鮮度や色彩・

香り・やわらかさを感じられるよう調理方法も工夫した。 

１）マンネリ化を防ぎ、飽きの来ない食事の提供を行う。 

定番のメニューを基本としながらも、メリハリをつけるために特別な日（特選素材の日・ご当地グル

メの日など）には「食材の種類等含めて普段の食事では出てこないもの」を提供。普段より鮮度や色彩・

香り・やわらかさを感じられるよう調理方法も工夫した。 

２）入居者の主体性を尊重する。 

①チャレンジクッキング 

入居者同士で話し合いをして「何を作るか、何を食べたいか」とその料理に「何を使うか」等、食材

まで決めていただいた。どのフロアでもよく箸が進み「美味しい」「またしたい」との声が聞かれた。 

②選択メニュー 

“料理内容が分かりやすいように当日に実際の料理を見ながら選んでいただくようにしている。 

③おやつ作り・うどん作り 

入居者それぞれの作業レベルに合わせて作りやすく、より多くの人に参加してもらえ、かつおいしく

食べられるようなおやつを選んで作っていただいた。 

④リクエストメニュー 

 リクエストメニューの日を設け実施した。できるだけ見た目や提供方法にもこだわった。今後も順番

に個人のリクエストメニューを決めて実施してく予定。 

３）少人数であることを活かした楽しみ方を実践する。 

①外出行事時に 
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古民家に鍋と食材を持ち込み昼食としてすき焼きを実施。 

②秋のバイキング 

４～５人のテーブルごとに料理を置き、歩かなくても取れるという形式にした。 

４）法人グループ内、栄養士間の疎通を良くする。 

・グループ施設内で転居があった場合、食事形態やアレルギー・好き嫌い、また食事提供時にどのよ

うな工夫を行っているか等、栄養士同士で詳細な情報交換を行った。 

・今年度は、敬老祝賀会にて使用の弁当箱を同時期に食事提供を行うグループ施設と相談・調整して

共同購入することで、コスト削減につなげた。 

・鮮魚を選ぶとき、どの魚にするか情報交換 

  住所地が近いグループ施設と鮮魚を使用する日を統一。同時に仕入れ、コスト削減につなげた。 

 

◎相談援助部門 

１）稼働率維持（年間最低稼働率９７％）を目指す。 

今年度は年間稼働率９５％と目標を達成できなかった。 

主な要因として、入院者・長期入院者が多かったことが挙げられる。グループ病院での入院で情報交

換等、連携は取れてはいたが、退院前に状態悪化し入院が長期化することや退院相談後に永眠されたと

いうこともあり、そのことも稼働率の低下に影響した。 

 ただし、待機者への入居前事前面接を早めに実施し、待機者調整を行えていたため、空床期間は最小

限に抑えることができた。 

２）入居者に合わせたサービスの提供が出来るようにする。 

毎月開催される委員会・各会議に参加し、入居者の意向・ご家族の意向を伝えていくことで、話し合

いの結果が施設側の都合や業務優先にならないようにしてきた。入居者のケアカンファレンスにも参加

し、入居者の生活が少しでも自分らしいものになるように提案してきた。 

本人の思い等を知った時には現場に伝え、共有して本人の思いを反映してもらうように努めた。 

 

◎介護支援部門 

１）入居者・ご家族の望む生活を実現するために必要なケアを提供できるよう、情報収集に努める。 

・居室やフロアへ伺った際は出来るだけ会話したり、声かけをするよう努めてきた。 

・面会来所時や電話連絡時には積極的にお話をさせていただいた。また、サービス担当者会議への参 

加の声かけをし、出席していただくことによってさらに話を伺いやすい環境を作ることができたの

ではないかと思う。 

・各部署のリーダーや居室担当者と連絡を密に取り、細かい状態の変化やそれに伴う対応の変化をそ

の都度把握できるように努めてきた。また、さまざまなところから収集した情報がきちんとケアに

反映されるよう、他部署及び事務所内の情報共有に努めた。 

２）ケアプランに沿った統一されたケアの実現を目指す。 

・サービス担当者会議実施後は出来るだけ早くプランの更新をおこない、フロアへファイリング・内

容周知を行った。また、居室担当者に対しては「入居者の代弁者」であることを意識してもらい、 

自分の担当者のプランを把握したうえで皆が同じケアを実施できるようノートや口頭で他職員へ

発信してもらった。 
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《４》サービス付高齢者向け住宅「カトレアロイヤル神戸」 

平成２６年１月１５日開所 定員：７１室 ８０人 

【総括】 

今年度の年間稼働率は９０．４％で、目標の９５％を達成できなかった。次年度以降は、地域包括支

援センターや居宅支援事業所、グループ法人外病院等への営業活動と共に、グループ法人内の病院、施

設、及び居宅介護支援事業所、訪問看護事業所、訪問介護事業所等の居宅サービス事業所との連携強化

を図り、グループ病院・施設から退院・退所となる方で、『ご自宅に戻ることが困難な方』の情報を早

期に入手して、待機者確保の実践が重要と考える。 

住居内での食事を中心とした行事は計画的に進めることができ、入居者にも大変喜ばれた。 

一方で、期中に介護職員の訪問介護事業所への移籍があり、通常の食事提供上の混乱が予測されたが、

朝夕の食事時間帯に、非常勤・短時間職員（無資格者）を採用し、サービス提供上での問題は発生させ

なかった。 

今後も入居者へのサービスの充実を図り、安心して生活できる場所の提供で、利用者・ご家族に信頼

していただける『サービス付高齢者向け住宅』として、地域で選ばれる住まいの評価につなげていきた

い。 

 

■年間稼働率   ９０．４％  

 

【各部署報告】 

◎総務部門 

「職員の働きやすい職場づくり」に力を入れ人材の安定を目標にしていたが、上期は退職者が３名と

なった。下期は、人員不足で雇用が難しいと言われている介護職の新しい職員を迎え入れることができ、

指導的立場の職員育成も行った。 

入居に関しては、身体の事情で施設入所となった入居者なども増え退去が続いた時期があったが、今

年度の最終月には稼働率９３％になった。次年度は稼働率をキープできるよう、待機者の獲得にも力を

入れ、退去の話が出れば早めの対応をしていきたい。また、入居希望者には入居前から徹底した介護サ

ービスの提案や、協力医療機関、施設がある強みも紹介しながら、ご本人やご家族の目線に立った助言

を行い、最終的には入居につながらなくても対応に満足していただけるよう努めた。 

 

◎生活支援サービス部門 

服薬管理サービスについて、今年度中より食堂に「薬カート」を配置し、直接カートから薬を取り出

し利用者にお渡ししている。 

配薬の際には、薬袋の名前の確認、名前を呼びかけてのお渡しを行うことにより配薬ミスを防ぎ、 

また、最後に薬カートの中を確認することにより配薬忘れを防ぐようにしている。 

 

◎栄養管理部門 

・食事について 

 月に２回の選択メニューに加え、郷土料理や世界の料理を取り入れた。 

  食堂前にある献立を記入するホワイトボードにその日に使用されている食材の栄養について記入

し、栄養素への関心・理解を深めていただくよう努めた。 

・カフェについて 

夏季限定メニューのクリームソーダ、冬季限定メニューのぜんざいが好評だった。 
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・デイサービスの手作りおやつの提供 

季節感を取り入れた手作りおやつ作りを行っている。甘酒と葛湯はおやつとして飲み物を提供するの

は初めてだったが、体が温まると好評であった。 

 

◎相談援助部門 

今年度は要介護度の高い方の入居を進めるため、グループ外の回復期リハビリテーション病床を有す

る病院等に向けた営業活動を行った。その結果、上半期には５名の方が病院から入居となった。一方で

下半期には、介護度が高く、介護サービスの個人負担金額が高くなることで入居に至らないケースも見

られた。入居後の介護費用上のトラブルの回避とはなったものの、入居に至らずでは意味がなく、今後、

特に介護度の高い入居予定者には、連携する居宅介護支援事業所との間での、細心の配慮による初回ケ

アプラン提示が重要だと考える。 

通期では、入居者の入院や要介護度の上昇による老健施設等への転出などによる退去が続き、稼働率

低下に至った。今後は特にグループ法人の医療機関、施設等からの入居者確保に向けて、早期の情報入

手による、待機者確保に向けた連携を強化していきたい。 

今後はより多様化する入居意向に応じるために、グループの病院や施設との連携の中で、どこまでも長

く、地域でお暮しいただく事に向けた対応ができるようにしていきたい。 

 

《５》デイサービスセンター シャルールカトレア 

平成２６年２月１日開所 定員：４０人（半日２０人ずつ） 

【総括】 

半日型、入浴サービス、リハビリ栄養を取り入れた個別機能訓練などのサービス内容は、地域包括支

援センターや居宅支援事業所へ周知できている手ごたえを感じた１年でもあった。しかし、今年度も稼

働率の向上を一番の目標として運営に取り組んできたが、目標の９０％には届かなかった。 

介護職員、看護職員の連携により利用者へ医療処置の対応を入浴時に滞りなくできるよう、相互の動

きを考え対応ができている。今後利用者が増えた時にもスムーズに対応できるよう体制を万全にしてい

くことが必要である。 

個別機能訓練では、看護職員と管理栄養士が連携し、リハビリ栄養への取り組みもできている。より

充実した個別の機能訓練ができるように、看護職員が一人ひとりについて歩行訓練や下肢の運動も開始

した。半日の限られた時間で、利用者に満足していただける機能訓練を提供していく。 

職員の質の向上を図るため、職員一人ひとりのスキルアップに重点をおきたいと考える。 

 

■年間稼働率   ６０．３％  

 

【リハビリ栄養】 

①機能訓練 

 下半期は秋から冬に入り気温が下がって、体温が下がり筋肉や関節が硬くなり動きたくないという高

齢者の心理面を考慮して、従来のプログラムに加えてストレッチングを多く取り入れる、あるいは軽い

有酸素運動を取り入れるなどして、早い段階で体温を上昇させて筋肉の緊張を緩和し関節の可動域が拡

大し、心地よい感覚が得られるよう工夫した。また、ゲーム的な要素も取り入れて、楽しく気持ちが盛

り上がるような雰囲気づくりに努めた。さらに利用者が増えたことにより、これまでよりも個別的な対

応が求められた。個別のプログラムを作成して別途実施し体力の回復をまって、意欲が向上してきた頃

から４５分のトレーニングに参加していただくなど、それぞれの利用者の状況にあわせて対応した。 
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 体力測定は３か月ごとに実施した。立ち上がり動作がスムーズになる、歩行が安定するなどの変化が

みられた利用者もいた。 

今年度は機能訓練が定着し、継続して参加していただく土台づくりになったと考える。次年度は、利

用者の日常生活上の課題にそったトレーニングを考え、個別機能訓練の定着を目指していく。 

②栄養 

機能訓練をより効果的に実施するために、トレーニング後すぐにたんぱく質、糖質、ビタミン類を強

化した健康おやつを提供した。季節やし好を考慮しながらメニューを工夫し作成した。嚥下機能に合わ

せそれぞれの形態で対応したが、運動後は嚥下機能に問題がなくても季節を問わずプリン、ゼリーのよ

うな喉越しの良いものが好まれる傾向が見られた。また、運動後の達成感の結果としておやつを大変楽

しみにされ、入浴までの短い時間ではあるが談笑される場となっている。 

 

【各部署報告】 

◎総務部門 

人事面では、下期に入り職員が定着し、利用者に行き届いた良いサービスを提供できるよう努めた。

新入職の職員に対しては指導担当の職員をつけ、管理職を補佐できる中堅職員の育成に努めている。 

備品の故障や修繕の必要が出てきているので、早めの対応をして経費を抑えられるよう、日頃より現

場職員の協力も得ながら早期発見をしていく。 

 

◎相談援助部門 

今期も他事業所との差別化を目的に介護予防に特化した「自重トレーニング」と、栄養に着目した「リ

ハビリ栄養」を柱に営業を行った。新規利用者には「リハビリ栄養」の内容や効果をわかりやすく説明

し、取り組んでいただいた。今後はさらに「リハビリ栄養」をＰＲし、件数増を図るためにメニュー内

容を再度組み直し、個々の利用者のＡＤＬに合わせた個別リハビリに力を入れていきたい。 

営業活動では、毎月外部の居宅介護支援事業所に訪問し、現在の空き状況・行事やレクリエーション

の様子を伝え、個々のケアマネージャーとの「顔が見える関係作り」を心掛けた。 

来期も引き続き年間を通しての稼働率向上に向け、法人グループの利点を活かしながら利用者の状

態・ニーズに合わせて情報提供・連携調整していくと共に平均要介護度を上げ１人当たりの利用日数を

上げるよう努めていきたい。 

 

◎介護部門 

看護職員主導のもと機能訓練を約４５分と大きく時間を取り、特色となるよう実施した。時間配分が

重要となるため円滑に進むよう、サービスの質は落とさず声掛けの順番や作業手順の見直しを行い時間

の短縮を図った。レクリエーションでは個別で製作が出来るものや、おやつ作りでは短時間で製作出来

るものを考え実施した。集団レクでは約３０～４５分の時間で脳トレ等を行った。 

 

◎看護部門 

利用者同士で湿布や塗り薬などをあげようとされている方がおり、なぜあげてはいけないかをどのように

周知していくかを看護・介護職員で話し合い、「健康クイズ」に織り交ぜ説明を行った。 

口腔ケアでは、来所時に口腔内の清掃及び観察を行っている。日々保清が難しい方、介助の必要な方に

ケア方法を繰り返し伝えている。舌磨きは多くの方に周知されるようになり、「味がわかるようになっ

て、食欲が出てきた」とのうれしい声も多かった。 

 


