
 1 

社会福祉法人 まなの会 

平成 29年度 事業報告（抜粋） 

《１》法人本部 

平成２９年度４月に社会福祉法の改正に伴い当法人も新体制となり、法人内組織の強化、各事業所基

盤の強化、全体の財務の立て直しに力を注いでいる。財務状況については２９年度様々な見直しを行い

前年度と比較した場合、好転傾向ではあるものの、引き続き３０年度、３１年度の３か年でしっかりと

立て直しを図って参りたい。 

そのような中ではあるが、１０月には当法人４つ目の拠点「カトレア鈴蘭台」「ケアハウスカトレア

すずらん台」が何とか無事に開設した。高齢化率が上がっている北区鈴蘭台地区で地域ニーズに十分応

えていけるような体制づくりを引き続き構築していく必要がある。合計７０床であるものの同一建物内

に複数事業を展開していくのは、単一事業より明らかに難しいものがあるが、利用する側、地域にとっ

て利便性のある事業としていくためにも一刻も早く体制を強化し安定稼働に結び付けてもらいたい。 

 最後に「地域における公益的な取組を実施する責務」も社会福祉法で明文化されたが、２９年度は具

体的に取り組めなかった部分であるため、次年度各々の事業所が地域ニーズを汲み取り是非実践に移す

ことができるように取り組んで参りたいと考える。 

 

《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】 

 介護福祉士資格保有率は平成３０年４月１日現在７６．２％と昨年度より３．８％アップで維持でき

た。介護福祉士の資格取得が難しくなってきている中、資格保有を介護職員のベースとしていけること

を施設の財産と認識し、より質の良い介護の実践につなげていきたい。 

 本年度は介護職員人員確保の難しさを痛感した１年でもあった。職安への求人はもちろんのこと、新

聞の折り込み広告での求人、インターネットでの求人等あらゆる手段を講じて介護職員の募集を行って

きたが、反応があまりないという状況だった。まだ人材確保が十分と言える状態ではなく、さらに定年

等の退職者を見通した計画的な人員補充が出来るよう努力していく。またＯＪＴの取り組みだが、人材

育成の面から離職率の低下へつなげていけるよう充実を図っていきたい。 

 

■年間稼働率   ９６．７％  

 

【各部署報告】 

◎総務部門 

事務所内の業務について必要・不要な区別を話し合い、業務を簡素化する事で一人ひとりの業務作業

負担を減らす事に努めた。作業負担が減る事で、全員で把握しておきたい事項も覚える余裕ができ、よ

り事務所内での業務がスムーズになったように思う。 

備品については、修繕の必要なものが増えている。業務へ迷惑がかからないようにその都度、相談し
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ながら対応してきた。物品・備品においては、今後ますます修理や買い替え等が増えると思うが、職員

一人ひとりが丁寧に使用し、使用方法を再徹底するなどして対策していきたい。 

 

◎介護部門 

各種年間行事以外は少ない職員でも実施できるよう、ユニットごとに行うレクリエーションに切り替

え取り組んだ。ユニット内の飾りつけも担当職員の工夫により四季を感じられる飾りつけができた。外

出行事は一人でも多くの利用者に参加いただけるよう配慮した。 

多くの事は出来ないが、利用者に安全に生活していただくことを考え、業務内容を見直した。その中

でも、入所者の担当を決め、状態の変化や対応の変更を担当職員から発信するよう指導を行ってきた。

来年度は利用者への個別対応に取り組んでいく。 

職員に関しては前年度と同様に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 

他職種との情報共有・連携をスムーズにし、入所者の健康の維持・異常の早期発見を行なう事に努め

た。内服薬の管理では、業務効率を高める努力と共に与薬する職員に誤りがないよう、申し送りも正確

に詳しく説明するように心がけた。入浴（特浴）の誘導＋更衣介助を担当し、入所者とのコミュニケー

ション増加、全身の皮膚状態把握することができた。特定行為業務従事者に対しては、吸引・注入の手

技見直しを実施した。毎年確実に行うことで、知識の再確認・向上を図ることが出来ている。 

看取り介護では、入所者の状態に合わせたケアを多職種で協議、ご家族へ報告し、信頼関係の構築を

図った。またご家族の気持ちの変化等も多職種で共有しながら、看取り介護の実施が出来た。 

 

◎栄養部門 

今年度も季節に合わせた食事、行事食の提供をおこなった。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。これからも行事と合わせて楽しい食事を提供していく。 

普通形態の食事を食べられる利用者が少なくなり、食事に介助が必要な方が増えている傾向である。

小きざみやミキサー形態でも「安全に、おいしく、楽しく」食べていただける工夫、出来るかぎり自分

で食べられるという楽しみを最期まで維持できる支援が今後の課題と考える。 

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

毎月の体重の推移についての説明も行った。これからも利用者、ご家族の意向を知り、個々の状態に沿

って細かく対応できるよう、各専門職と連携をとりながら栄養管理をおこなっていく。 

 

◎相談援助部門 

 本年度事業計画に掲げていた稼働率目標９６％を数値的に達成した。達成の背景として本年度取り組

んだ相談受付２名体制が奏功したと言える。 

例年に比べて施設で最期を迎えられる方が少ない年でもあった。この点に関しては入所者の状態と施

設の体制とのマッチングという面もあるので、一概に多ければよいというものでもないが、本年度の取

り組みを継続していく中で終身施設であるという施設の使命も、忘れずに意識していたい。 

 来年度は新たに報酬改定が行われ、新たな加算が創設されることにより現場との連携がより大切にな

ってくるので、現在の体制を維持し、質を向上させていくことを意識して取り組みたい。 
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◎介護支援専門員部門 

 アセスメント⇒モニタリング⇒施設サービス計画書⇒実務（約３ヶ月）の繰り返しを１年間通して実

施した。ケアプランとは、ケアマネ―ジャーが考慮し作成するものでなく、介護職員を中心とした多職

種で協議したうえで作成する、個別的な介護計画であることが認識出来てきた。来年度もこのサイクル

を継続し、自身が重点を置く『多職種が協議する場』で多彩な意見が交わせるような雰囲気作りと、“個

別担当者の意見がいかに重要か”という部分の理解を増していけるよう取り組みたい。 

 

《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】 

 ２９年度は「人が慌しく動いた」という印象が強い年度であった。１０月のカトレア鈴蘭台のオープ

ン、またその他の事業所の職員配置の変更に伴って度末までに施設長の交替をはじめ職員の異動が合計

６名、そして必然的に新しい職員を受け入れるという流れの中で事業所全体が動いていた。各部署リー

ダーが落ち着いて協同しつつしっかりとそれぞれの責任を果たし、安定した対応を行ってくれたこと

で、大きなトラブルもなく過ごすことが出来たと感じている。人材育成についてもＯＪＴ終了後の職員

が新しい職員の指導を担当する等、ＯＪＴの定着と職員の着実な成長が見えており、嬉しいことである。 

 そんな中、経営面では年間稼働率が９７％の目標に対して９６．１％と達成に至らずであった。入退

去よりも長期入院による影響が大きかった。そこで、収益を確保する工夫の一つとして、３０年度から

入院者の居室を短期利用できるよう現在すすめている。安定運営のため、引き続き努力をしていきたい。 

 また、地域での『ふれあい喫茶』への継続した関わりや、看護および介護職員が介護予防教室の講師

を担当するなど、「地域の手伝い」という形で関わりを深められつつある。 

 

■年間稼働率   ９６．１％ 

 

【各部署報告】 

◎総務部門 

１）地域貢献活動を行う。 

 ①各地域会議等への参加 

②あんしんすこやかセンター主催（鈴蘭台地区の見守り推進員が担当）のふれあい喫茶への関わり。 

③北区在宅福祉センター主催の介護予防教室に、体操指導と勉強会講師として参加。 

 ２）人材育成に取り組む。 

   新規事業所オープンを踏まえての人材の育成と異動を見越した人事采配に努めてきた。採用した

職員の育成に加え、①準備室職員に対するアドバイスとサポート②看護・介護職員を受け入れ看

護・介護現場での研修実施③新人研修の講師を統括・生活相談員・介護支援専門員が担当する、

等を行った。 

 ３）設備・備品等について先を見越した管理に取り組んだ。 

 ４）介護課の勤務体制を変更したが、特に大きな問題はなくスムーズな移行・定着となった。 

 ５）情報収集と周知活動を行う。 

  ・３０年度の法改正に向けて、２９年度はそれを意識した情報集積を行う。 

   情報交換および収集を行ってきた。また、必要に応じてその情報を施設内各会議にて職員へ伝達。

３０年度からの法改正に対応が出来るように整えた。 

  ・施設の周知活動を行い、入居者および職員の確保につなげる。 
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   ホームページ・ブログを活用し、施設内の行事等の様子だけではなく、職員の人柄等が見えるよ

うな工夫を行った。全職員が原稿等について何らかの形で関わるようにした。 

 

◎介護部門 

【１Ｆ】 

 １）事故およびヒヤリハットの件数を減らす。特にシーティングを目標として取り入れた。 

 ①様子観察の意識 

  特に夜間不眠や帰宅願望等がある方には、寄り添って話を聞いたり、散歩に行く、一緒に折り紙を

する等、対応した。 

 ②個別に午前と午後に着床時間を設けて対応。浮腫や褥瘡の軽減、食事時に傾眠になる方が覚醒して

いることが多くなる等の効果も見られた。 

 ③理学療法士から安楽な姿勢や適正なクッションの使用方法について指導を受け、職員間での統一。 

 ④誤嚥性肺炎や窒息の予防 

  「無理をしない」、食事中の姿勢を正す、食事形態の一覧表を確認しながら食事提供を行う、義歯

の不具合は往診の歯科医師に相談をする、ようにした。 

 ⑤内出血の予防 

  介助方法の見直し、理学療法士への相談、ベッド柵等を保護する等の対応をした。 

①～⑤の取り組みを通して、事故・ヒヤリハットとも４月以降は減少傾向となった。 

１月～３月は、職員不注意による事故が増加。職員の入れ替わり等によっても事故が起きやすい傾向

にあるため、今後も引き続き事故・ヒヤリハット防止に努める。 

 

【２Ｆ】 

 １）職員一人ひとりが居室担当者としての仕事を確実に出来るようにする。 

  チェック表を作り、チェック表・振り返り用紙の記入を続けたことで、自ら気付いて会議や連絡ノ

ートを使って相談・発信をすることの出来る職員が増えた。 

 ２）決まったことを確実に行う。 

入居者の日々の変化に対する対応はケアノートを作成し、居室担当者がフロア会議に上げて話し合

ったこと・決定事項を記入し、確認しながら統一したケアを出来るようにした。 

 

【３Ｆ】 

 １）職員一人ひとりが居室担当者としての責任を持つ。 

 入居者に関わること（整容・身辺ケア・居室の清掃等）は全て担当者が責任を持って対応するよう

に決め、実施した。下半期には自ら進んで取り組みを行えるようになっている。 

 ２）入居者の希望を叶える。 

したいこと・行きたいところに行っていただこうと、担当者と入居者で話をして計画、近隣への外

出や、入居前によく行った店に行くことを希望される方が多かった。 

 

◎看護部門 

 １）入居者の健康維持に努める。 

  ・排便管理について見直しを行った。疾病・体重などを考慮しつつ、個別性を持たせた排便管理を

行うようにした。 

  ・看護職員一人ひとりが資料等を集めて勉強を実施、情報や知識の共有を行い、入居者の状態の把



 5 

握と分析、疾病の予測に役立てることに努めた。個々の意見を出し合うことで入居者にとって今、

一番いい方法を模索し対応することにつながった。 

 ２）感染症・地域での感染症の流行状況の把握に努める。 

  感染症対策には特に下半期に力を入れて取り組みを行った。 

・保健所等の情報の利用と流行等の動向の把握 

・発生時に職員全員で同じ対策がとれるよう勉強会（または個別指導）を繰り返し実施 

・施設内の消毒の徹底 

・一処置一手洗いを、職員が確実に行えているかどうかの確認。 

 ３）入居者の誤嚥性肺炎の予防に努める。 

 食事の摂取状況や嚥下状況の把握に日々努め、必要に応じて言語聴覚士の指導を受け対応した。 

 ４）充実した看取りケアの実施 

  ２９年度は看取りケア実施数は４名であった。 

他職種との連携を密にとり、申し送り時以外でも最低１日２回（朝夕）は状態の聞き取りを実施。

記録も充実させるようアドバイス。対応する介護職員に不安がないよう、予測されることについて

の指示も日々行うようにした。 

 

◎栄養管理部門 

 １）食への意欲を高める。 

  楽しんでいただく、それを食への意欲を高めることにつなげられるように取り組んだ。 

 ２）喫食量を上げる。 

上記の食への意欲を高める取り組みとあわせ、食べたい物の聞き取りを元に毎月リクエストメニュ

ーの日を設けて実施した。 

 ３）食事（栄養）面からの身体的レベルの維持・ＵＰを目指す。 

  喫食量が落ち、低栄養状態のリスクがある方に対して、栄養補助食品を取り入れた食事提供を行っ

た。また、ターミナル対応の方については、最期まで無理なく口から食事を楽しんでいただけるよ

う出来る範囲で嗜好に合わせたものを提供した。 

 

◎相談援助部門 

１）目標に掲げていた９７％を達成することは出来なかった。ただ、施設での体調管理に努めることで、

入院者数については１０件と、昨年より少なくすることができた。 

○待機者・入居希望者の確保 

・問い合わせや入居相談には親身な対応を心掛けた。 

・今年度の問い合わせ総数は、約３３件。内、入居申し込みが１１件、実際に入居されたのが５件。 

○入退去の調整をスムーズに進める 

・待機者には随時連絡を取り、その後の様子や意向に変化が無いか確認・把握を行った。 

・退去の可能性が生じた場合には同時進行で入居に向けた連絡・調整をおこなった。 

２）より良いサービスの提供を目指す。 

○職種間連携を深めていく 

・職員とできるだけ関わる機会を多く持ち、現状や問題点をいち早く把握できるよう努めた。 

・各会議や委員会には生活相談員か介護支援専門員が出席し、必要な助言・指導を行った。 

・基本的な生活相談員と介護支援専門員の業務分担は決めつつも、いずれかが不在の場合にも対

応・フォローできる態勢を取ってきた。 



 6 

○家族との関係を深め、要望を把握する 

・面会時や電話連絡時には日常の様子について報告し、安心感を得ていただけるよう努めた。 

・伺った要望や情報については必要に応じて各部署への伝達をおこない、ご家族の思いを施設全体

に周知できるよう図った。 

 

◎介護支援部門 

１）一人ひとりのニーズに合わせたケアの提供 

・入居者と直接関わることによってニーズと現状を把握できるよう努めた。 

・面会や電話連絡の際は、できるだけこちらでのご様子をお伝えするとともに、ご家族のケア・施設

に対する要望を聞き出せるようにした。 

・ご家族にサービス担当者会議への出席を促し、各部署とご家族が直接意見交換できる場を多く設け

られるよう働きかけた。 

２）個別ケア実践のための取り組み 

・居室担当者及び各部署リーダーと積極的に意見交換し、情報を共有することで入居者一人一人に合

わせたケアを提供できるよう取り組んだ。 

・サービス担当者会議実施後は速やかにプランの更新をおこない、統一されたケアを継続できるよう

努めた。 

 

《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】 

入居者数の稼働率は８５．１％となった。これは、開設直後に入居された比較的要介護度の低い方々

が丸４年を経て、要介護度の高度化、疾病の増悪等により退去となり、それを上回る入居者の確保がで

きなかったことが最大の理由であった。 

４月、５月と職員の入退職や異動が続き、通常業務の担保が難しい状態のなかで、入居者に対して直接

的にサービス提供する介護資格を持つ職員採用が極めて厳しく、要介護度の高い方の確保に至れなかっ

た点も稼働率低迷の遠因と判断する。 

今後は、「サービス付き高齢者向け住宅」が、「安否確認」と「食事提供」でご高齢者を地域でお支え

するための、『スタートラインのお住まい』との位置づけを基本に、『入居後も「老健」、「特養」、「ケア

ハウス」等の介護施設との連携もあり、安心』との理解を広げることが重要である。 

また、入居者個々の「思い」に基づく丁寧な対応は不可欠であり、理念を基礎にした接遇・対応力強

化も研修を積み重ねながら、進めていく必要がある。 

 

■年間稼働率   ８５．１％ 

 

【各部署報告】 

◎総務部門 

職員の退職や異動が続き、サービス付き高齢者向け住宅としての運営方法の検討に迫られた。その中

で、施設内の業務分析を行い単一業務（パート）採用にシフトしたのは、人件費軽減の対策でもある（配

膳パート職の採用強化、送迎・清掃担当職採用等）。入居者の数だけ「生活パターン」がある。ご本人

の意向、思いに基づく活動から、体調不良時の受診調整や介護サービスの急な変更、ご家族からの依頼

など、個々の入居者への対応は多種多様で多岐に渡る。事務・総務課はその相談窓口となり調整を行う
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必要があるため、基本的には誰でもが対応できるように、折々に変化する入居者情報の共有を一層強化

する。 

 

◎生活支援サービス部門 

安否確認は１日３回、食事の時間帯に行った。 

多様な入居者の状態やご家族の要望に対応できるよう、訪問介護・訪問看護との連携を密にし、安心

感を持っていただけるような声掛けの中で関係性の構築をはかり、個々のご様子を把握することに努め

た。また誤薬や配薬忘れ防止として、連携先の訪問看護職員とともに検討し、薬袋記載の情報を増やす、

配薬カートへ目印添付のうえ職員によるダブルチェックの実施などに取り組んだ。 

 

◎栄養管理部門 

・栄養士ランチ 

月２回、ご家族やご友人と入居者が一緒に食事され、楽しいひと時を提供できる場となった。特にス

テーキランチや釜揚げうどんへのご希望が多く、旬の野菜のてんぷらも好評。 

・食堂 

 毎月一日は「松花堂弁当」（お赤飯）、月に２回は「選択メニュー」を取り入れ、食堂での「選ぶ楽し

み」も設けた。各国の料理や『○○の日』にちなんだ料理など、楽しみとなるような献立にした。 

・カフェの利用 

毎週水・土曜日の２回カフェをオープンし、毎回参加される入居者の定着およびご家族と一緒の利用

が増えた。毎回趣の違うデザートの用意に努め、興味を持っていただくことで利用も増加。デザート

は、デイサービスのおやつと共通で利用できるものを選ぶことでコスト面にも配慮した。 

 

◎相談援助部門 

要介護度の上昇や体調変化、疾病重度化で退去者が続く一方で、入居者確保が進まず、財務的に課題

を残した。 

入居者にはケアマネージャーと共に入居前のアセスメントを行い、入居後に必要な介護サービスのケ

アプラン作成の上、説明を行ったことで、入居後の詳細な介護サービスと費用詳細をご理解いただけた。 

 

《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】 

一昨年と同様の稼働率にとどまった。上半期は順調に利用者も増加していたが、下半期に入り稼働率

が下がった。職員の退職、また入れ替わりがあり、少ない職員で余裕がなかったことが原因と考える。

また、同建物内にあるサービス付き高齢者住宅の入居者の退去により利用者が減少したことも稼働率低

下の要因の一つであった。 

しかし、下半期は職員内でのコミュニケーションを密にしながら業務内容の見直しを行い、また利用

者に対する思いや、デイサービスをいかに楽しんでもらうかなど各々が意見を出しやすい雰囲気作りを

心掛けた。年末から営業にも回り、特定の地域包括センターや居宅支援事業所から利用者が徐々に増え

始め２月、３月は体験利用者のほとんどが新規利用につながってきた。 

利用者の担当者会議にも、できるだけ相談員だけではなく看護職員や介護職員も出席するよう努め

た。また個別機能訓練についても周知されてきており、上半期に比べ下半期の既存の利用者の参加をき

っかけにほぼ全員の利用者が機能訓練に参加されることになった。 
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職員のスキルアップとサービスの質の向上を目的に、外部研修について今年度は特に意識して職員の

モチベーションアップにつながるよう毎月参加した。 

 半日型デイサービスで入浴と運動を行っているところは少なく、また初めてデイサービスを利用され

る方や長時間のコミュニケーションが苦手である方は、一日型デイサービスより短時間を好まれる傾向

にあるため、半日型の特徴を生かし利用者を増やしていきたい。 

 

■年間稼働率   ６０．６％  

 

【リハビリ栄養】 

２９年度末時点の個別機能訓練加算Ⅱの対象者は、昨年度末から２７名増え、８０名（男性６８名 女

性１２名）であった。 

取り組みとして、より多くの方に機能訓練に参加していただけるよう、まず機能訓練の必要性が高い

方には実際に体験していただき、機能訓練に関心をもっていただけるように努めた。同時にケアマネー

ジャーに対しては実施状況を報告し積極的なはたらきかけをおこなった。次に長く利用していただいて

いる方で機能訓練に参加していない方には、再度体験していただいた。プログラムの内容を紹介しなが

ら、とくに下肢力強化の必要性を説明し、興味を持っていただけるよう努めた。再度体験していただい

たことで、参加の意思表示をしてくださる方がみられた。 

 また、「楽しい」「仲間がいる」と感じることで継続して参加していただけるよう、職員も一緒に参加

した。動きの理解が十分でない、耳がきこえにくい方などは側についてサポートすることで戸惑いが減

り、楽しく取り組めている様子であった。 

 

【各部署報告】 

◎相談援助部門 

デイサービスで、様子に変化があればケアマネージャーや家族への迅速な連絡と対応を心掛けた。ま

た連絡内容も注意深く慎重に細目に連絡を取るようにした。 

営業活動については、外出する時間がとりにくく、介護支援事業所や地域包括支援センターに足を運

べていないことが稼働率低下につながったと思われる。 

 

◎介護部門 

 送迎時の事故防止にむけての取り組みは、デイルームと送迎車間の移動の際に必ず職員がつくことを

徹底した。とくに退所時は、利用者が誘導を待てずにひとりで出ていこうとされる方が複数おられ転倒

の危険性が高くなっていた。これに対し、①誰がどの送迎車に乗るのか②それぞれの送迎車の運転手は

誰か③誘導する順番は④どの職員が誘導するかの４点を繰り返し呼びかけた。今後も継続していきたい

と考える。介護予防・日常生活総合支援事業の内容の理解については、モニタリング用紙の記入等をお

こないながら理解を深めている。 

 

◎看護部門 

利用者の健康状態の把握に努め、各部署職員間で情報を共有し、継続して状態を観察した。バイタル

サイン測定に加えて、利用者のその日の健康状態を観察し、体調不良の訴えやいつもと様子が違う利用

者については、看護職員が詳しく問診した。さらに、入浴の際はボディチェックをおこない、皮下出血

やスキントラブルの有無の確認などを職員全員で連携して実施した。またデイサービス利用後も継続し

た観察・ケアができるよう、ケアマネージャー・ご家族への速やかな報告、利用者が他に利用されてい
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る訪問介護・訪問看護等とも連携を行うよう努めた。 

 

《６》介護老人福祉施設 カトレア鈴蘭台 

平成２８年１０月１日開所 定員：入所３０人 短期入所１０人 

【総括】 

１０月１日に神戸市北区鈴蘭台北町に本会４つ目の拠点「介護老人福祉施設カトレア鈴蘭台」、「ケア

ハウスカトレアすずらん台」が開設した。 

最大の課題は人材確保である。半年が経過し、求人紙、ネット媒体等で継続募集するも非常に厳しい

現状であるが、しかし、他社との差別化を図るべく紹介制度の活用や、魅力ある事業所づくりを推し進

めるために試行錯誤している最中である。 

並行して採用した新規雇用者の教育・育成を急務とするも、指導する立場の人材の育成が間に合って

おらず、やりがいを見出せぬまま離職していく流れも出ているのが現状である。 

早急にリーダー的役割を担う職員の育成を進める一方、事業所内の決まり事、職員一人ひとりにやりが

いが見出せるような職場づくりを進めていきたい。 

稼働率については職員採用と並行して入所受け入れを進め、２９年１２月末の段階で特養部分につい

ては満床となった。しかしケアハウス部門は年度内開設には至らず、次年度早期には必ず開設運営を目

指す。一方で特養、ケアハウスともに入退所調整役の意識改革を実行していく。 

このように全ての事案を平行に進めて行く中で、同部署間、各部署間、リーダー間の連携がまだまだ

上手に機能しておらず、今後はそこを固め、少しずつながらも確実に前進していけるよう組織づくりを

推し進めていきたいと考えている。 

 

■年間稼働率   ６６．７％ 

 

【各部署報告】 

◎総務部門 

①地域活動への参加 

毎月定例開催の地域活動（ふれあい喫茶）への参加 

②施設ハード面 

開設時の状態を出来るだけ維持するように意識して清掃した。特にご家族が利用される共用部分に

おいては、気持ちよく利用できる環境作りを目指した。 

③挨拶、窓口対応 

来訪者へ気持ちのよい挨拶と窓口での対応で、ご家族から声をかけ話やすい雰囲気作りを行った。 

④家族会について 

３０年３月１８日に昼食会と家族会を開催した。昼食会には１９名のご家族の参加があり、入所者

とともに食事を摂る良い機会となった。午後からの家族会では、職員紹介や３０年度介護保険制度

改正の説明を中心に行った。 

 

◎介護部門 

【特養１Ｆ２Ｆ共通】 

（１）ユニット内のチーム作り、業務内容を確立していく。 

開設に合わせて、業務マニュアルの作成から始めた。 

①それぞれの業務の流れを全職員に統一するために各勤務のマニュアルを作成し、それに沿って業
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務が行えるよう徹底した。業務の変更案はリーダーを通して検討し、見直せるようにした。 

②組織作りの一環として１０月開設時にはユニットリーダーを一人配置して、リーダーを中心に業

務内容の作成や内容の変更を行った。開設当初は職員各個人が意見を出していたため、意見のば

らつきもありまとめる事が難しかった。事業所内の決め事として介護リーダーへ意見を集約し、

職員の意識付けから行った。 

また開設当初からＯＪＴ制度を導入しているが指導者との振り返りが十分に行えていない。今

後、ＯＪＴの機能を十分に活用できるようにしていく。 

③入所者を理解するために日常生活動作やフェイスシートから情報を把握し、様子観察や状態管理

に活かした。またご家族との話の中でフェイスシートに記載されている以外の情報を得る事もあ

り、話を積み重ねる中で得た情報を他職員とも共有してケアにつなげている。 

（２）見守り検知機器（「眠りスキャン」）の活用 

 

【１Ｆ東ユニット】 

〇食事を楽しく召し上がっていただくために４つの事を注意してケアを行った。 

（１）食事の席（配置）での関係性 

日々の観察を行い、入所者同士の関係を見て状況に適した食事席を検討した。 

（２）専門家による評価 

言語聴覚士より姿勢や食事形態の見直しなど、誤嚥のリスクを減すための助言を受け実施した。 

（３）自助具使用による自立支援 

自助具（スプーンやフォーク、皿）を活用し自力摂取が継続出来るように努めた。 

（４）食事時の姿勢 

車椅子の方であっても食事席で椅子に座って座位がとれる方は、椅子に座って食事を摂っていた

だいた。また足が地面につかない方は足置きを設置して、安定して座れるように環境を整えた。 

〇排泄について…適切な排泄用品の選択 

・各人にあった時間帯に応じたオムツ、パット、紙パンツを選定した。全職員に周知徹底できるよう

に一覧表を作成し、共通の確認ツールが出来た事で、同じ排泄ケアが行えるようになった。 

・夜間はオムツを使用していても日中は紙パンツに変えトイレでの排泄を継続出来るように支援し

た。 

 

【２Ｆ東ユニット】 

（１）各居室に担当者を設ける 

・居室担当を設け、面会時にはご家族に日常の様子をお伝えした。 

（２）理学療法士、言語聴覚士訪問 

・理学療法士からの助言を受け、転倒リスクの高い入所者の住環境を見直した。「自分でやりたい」

気持ちを大切に、レイアウトを変更し転倒リスクを減らすことで、残存機能の維持と悪化予防に努

めた。 

・言語聴覚士により、嚥下状態、適切な姿勢、介助方法、食事形態の見直しを行った。 

（３）レクリエーション 

・ユニットでの作品作りでは、四季を感じてもらえるような作品作りに取り組んだ。入所者は完成し

た作品を見て非常に喜ばれ、ご家族からの反響も良かった。 

 

【２Ｆ西ユニット】 
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（１）「安心」「安全」「信頼できる環境」を提供する 

・入所者個々の普段の状態を把握出来るように各自出勤時に前勤務者から情報を得るよう努めた。 

・住環境面での配慮 

車椅子を自走される利用者への配慮として、居室やフロア内の家具等の配置を決め、動かしてもす

ぐに元の位置に戻すことを心がけた。 

・健康で安全な生活を継続出来るよう取り組んだ。 

職員の『ケアから次のケア』の際、手袋を交換してケアを連続しないように取り組んだ。食事配膳

の前には手洗い、手指消毒をし、基本的な動作は反復し全ての職員が適切にできるように、新入職

員も同じ手技が行えるように取り組んだ。 

（２）笑顔と温かみのある明るい雰囲気作り 

・ホールで出てくる“きっかけ作り”に、体操を毎日同じ時間に流し、職員とともに体操していた

だいた。無理を強いないように声をかけ、徐々に参加者は増えていった。 

・ユニットの雰囲気作りに、壁画作りに取り組んだ。個人のペースで作成できる壁画デザインを準

備した。季節にあった塗り絵にも取り組んでいただき、展示した。展示をする事で会話が膨らみ、

またご家族の目にもとまり会話のきっかけにもなっている。 

・テレビが好きな方が多いため、机や席の向きを検討しテレビも見る事ができて利用者同士会話も

持てる配置にした。職員も会話に入り、聞こえのくい方への橋渡しなどの支援を行うよう努めた。 

・ご家族との信頼関係を築けるよう取り組んだ。 

ご家族の来訪の際には、職員より挨拶が出来るよう心掛け、くつろげる時間作りを行った。その

際、できる限り近況報告などをすることでご家族と話やすい関係が出来つつある。 

（３）居室担当を配置 

・ご家族来訪の際、必要な物品や近況の報告とともに職員からの提案や利用者の嗜好をお聞きする

などし、ご家族の協力も依頼しながら本人支援の向上に努めた。 

・職員が率直な意見を出し合えるように意見を書き込めるノートを作成した。職員皆が意見を書き

込み、リーダーがまとめ必要があれば相談員を含め検討するようにした。 

 

◎看護部門 

１）疾患理解の向上・適切な処置が行われるように看護技術のスキルアップを目指し研修等へ参加する。 

①疾患理解・看護技術のスキルアップ 

今までにない処置があった時は、部署間で話合い又医師とも連携を取りながら正しい処置を行う。 

②看護技術の向上を目指すために研修に参加し正しい技術の習得を目指す事を基本にしている。ま

た、医師より最新の対応方法を教わり入所者への対応は確実に出来るようにしている。 

③疾患理解・看護技術のスキルアップ研修及び勉強会実施 

学習会、研修を行う事で看護職員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を図っ

た。また、疾患理解を深めることで異常の早期発見につながる。 

④入所者の異常の早期発見 

２）充実した看取りケアを目指す。 

・他職種と連携し個別カンファレンスで話合い統一した方法で看取りケアを行う。 

・可能な限り多く訪室し、ご本人やご家族の不安解消に努めた。 

３）感染症予防への取り組みと健康管理。 

・職員や来訪者へ、施設建物に入る前の手洗い、うがいを呼びかけ徹底した。 

・職員全員にノロウイルス吐物処理方法について研修を実施し、実際に練習を行った。 
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◎栄養部門 

・食事の提供と栄養管理 

他職種と相談し個人の状態に合った食事形態の提供と、状態の変化や利用者の様子に応じて形態や食

事量の変更を行った。 

・最期まで食べる楽しみを維持できるよう支援する。 

・利用者の嗜好や希望等に配慮し食事の楽しさを演出する。 

 

◎相談援助部門 

・稼働率（年間最低稼働率７０％）を目指す。 

２９年１０月９名、１１月９名、１２月９名、１月に３名で、計３０名で満床となった。 

入所希望は関連事業所からも多く、病院から８名や介護老人保健施設から７名、在宅（ショートステ

イ含む）１５名であった。 

申し込み状況を見ると施設近隣に支援する家族が在住している方が多く、施設が近い方が後々の面会

の気軽さや、急ぎでの対応が必要な際に時間を要さないことなどが伺える。また駅から近いので面会

に便利、仕事帰りに面会する事が出来るなど駅近のメリットは大きいようである。 

 

◎介護支援部門 

入所者の入所希望時の面談を行う時から本人、家族から情報収集に努め、まとめたものを看護、介護

へ提供し周知するようにつとめたが、情報の提供にとどまり職員が情報を読む時間や互いに話合う時間

が少なかった。そのため入所してから本人をみて分析する必要があり、看護・介護職員に負担を強いる

事となった。 

モニタリングや継続プランのアセスメント等プラン作成までの過程を介護職員と共に行う事で、プラ

ンをより意識し、携わった事で利用者の生活により責任が持てるようにしていきたい。 

 

《７》特定施設入居者生活介護 ケアハウスカトレアすずらん台 

平成２９年１０月１日開所 定員：３０人 

【各部署報告】 

◎総務部門 

新規採用職員が不安なく業務に就くことが出来るよう法人理念・人権擁護・虐待防止の研修は基より、

接遇・介護技術等に至るまで研修の充実を図った。研修は９月と２月に開催し、介護技術については１

０月と１１月、接遇研修は３月に実施した。開設前の９月に法人内新人研修を設けたことで、オープニ

ングスタッフとしての自覚を持って業務に就くことが出来たという声があった。介護技術においては理

学療法士から直接技術指導を受けられ、普段行っている介助方法を改められるいい機会となった。 

 

◎相談援助部門 

平成２９年４月から新規相談は２８件でオープン前から問い合わせがあったが、料金面で折り合いが

つかず、申し込みは８件にとどまった。入居者確保のため、相談や申し込みされた方々へ定期的に電話

連絡を行ったが、受入開始と希望入居日が合わず他施設入居となるなど、３月末時点の申し込み者は５

件であり、オープンに向けて入居者の確保が急務である。オープン日が確定次第、在宅、関連施設、病

院からの相談を増やすための営業活動が必要と考える。 

 


