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社会福祉法人 まなの会 

平成 30年度 事業報告（抜粋） 

《１》法人本部 

看護・介護職員の確保は課題であり近年はさらに困難になっている状況で、満床稼働できる人員

配置には届かない事業所もある。利用いただける部屋があっても受け入れられないもどかしさがあ

り、事業所を開設するだけではなく、『安定運営してこそ初めて地域福祉に寄与できたと言える』

のだと痛感する一年となった。 

今年度は３つの目標を掲げていたが、その結果について振り返る。 

①サービス利用者が満足できる人材の確保と育成を図る。 

年数を経ている事業所は比較的人材の確保はできたとはいえ、余裕をもって運営できる人員数で

はない。新しい施設はなおさら人材確保は難しかったが、次年度は人員の確保だけでなく、利用

者に満足いただける人材への育成を目指す。 

②働きやすい環境を目指し、労務管理の充実を図る。 

 具体的な規定・規則の改正には取り組めなかったが、職員の働き甲斐の向上のため、キャリアパ

ス制度の再考（人事評価の内容や目標設定のあり方等）に着手した。検討継続中であるが次年度

には取りまとめ、より職員自身が『目指す像』をイメージしやすいよう、活用していきたい。 

③情報管理を徹底し、必要な情報を適切に開示・発信する。 

 公表すべき情報は県へ報告し、ホームページにも掲載しているが、不備不足があった。以後は必

要な情報を適正に開示する。 

 

□取り組み発表会 

 平成２７年度から、施設で、または各部署でテーマを設け、より良い施設づくりのための取り組

みを行っている。また、その取り組みの発表会も法人で開催し、互いの取り組みを知る機会として

いる。 

 

《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】 

現在のリーダー体制が発足して数年が経過し、ユニット運営もスムーズに対応できるようになっ

てきたと感じている。よりリーダーシップを発揮することで職員の離職率低下につなげていきた

い。 

 職員の接遇にはとりわけ力をいれ、毎月ユニットごとに目標を設定し意識的に取り組んできた。

施設見学者から「職員が明るく気持ちの良い対応ですね」とお声をいただくこともあった。近隣の

新たな施設と比べても選ばれる施設となるよう引き続き努力をしていきたい。 

 

■年間稼働率   ９７．３％  

 

【各部署報告】 

◎総務 

窓口対応の基本として挨拶はもちろん、ご家族に安心感を持っていただけるよう対応に努めた。 
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職員の入退職が重なる事があり、書類などの手続きの遅れないようリストを作るなど工夫する。 

備品については毎年ながら経年劣化や故障、修繕依頼等が増えている。対応が遅れないよう迅速に修

繕依頼をかけるよう努めた。また同じ時期に購入した製品は故障する時期が近いことが予想されるた

め、修繕の必要が出た時に他の製品の点検もまとめて依頼、メンテナンスする事で故障をできるだけ防

ぐよう努めた。 

 

◎介護 

２Ｆは、職員の減少はあったが職員間で協力しあい、ユニット内の飾りつけは季節ごとに仕上げるこ

とができた。また、外出行事についても入所者のほとんどの方が車椅子を使用されているため一度の参

加人数には限度はあるが、一人でも多くの方に参加していただけるよう配慮した。 

３Ｆは昨年と同様に集団での行事、体操は行えたが、個別に行うレクリエーションは十分に取り組め

なかった。その中でも足浴に関しては、計画を立てて、数人ずつ継続して行えた。四季を感じていただ

けるユニットづくりに関しては、飾りつけを得意とする職員を各ユニット配置することで、四季に応じ

た壁面が出来、喜んでいただけた。また、入所者の状態の変化に対し、チームで考え話し合い、入所者

の想いを尊重したケアを行うことが出来た。 

 

◎看護 

他職種と情報共有をスムーズにし、入所者の健康の維持・異常の早期発見が出来た。そして、定期的

な介護技術の指導・見直しを実施し、特定行為業務従事者の技術の向上を行った。入所者やご家族と日

頃よりコミュニケーションをとり、信頼関係を図ることが出来た。看取り介護ではご家族と一緒にエン

ゼルケアを実施し、ご家族の意向に沿ったケアを行った。流行性感染症の時期には、手指消毒やマスク

着用の徹底、ビージア水による加湿・ドアノブや手すりの消毒等の実施で感染の拡大を予防できた。 

 

◎栄養 

季節や行事にちなんだ食事、おやつを提供した。いつもと違う雰囲気での食事は、普段摂取量の少な

い方も完食されたり、昔を思い出し涙しながら食べられている姿がみられ、行事食の重要性を感じた。

委託先と連携を図り安全で美味しい食事対応に配慮して取り組んだ。言語聴覚士の指導の下、経口維持

の継続・誤嚥性肺炎のリスク軽減に努めた。施設全体で小きざみ形態やとろみ対応の方が増えている。

形態が下がる状況や体重の推移、摂取状況などご家族とのカンファレンスで説明を行った。食事形態の

変更や変更の経緯などは、全職種や厨房現場など、ほかの職種とも共有できるように努めた。 

 

◎相談援助 

 ショートステイの新規利用者数が昨年度より４名多く、平均毎月５名程度、新規利用者を紹介してい

ただく事が出来た。これまで月に２回だった空き情報の送付を月３回に増やし、空床の状況がリアルタ

イムに分かるようにしたことが問い合わせ件数の増加につながったものと考える。来年度も継続して取

り組みたい。反面、全体の稼働率としては９６．５％に留まった。入所は、新たな加算項目の追加によ

り理学療法士や言語聴覚士と連携をより強化した事が入院者数の減少、ひいては稼働率の安定につなが

ったと考える。 

 

◎介護支援専門員 

 新たに取得開始となった生活機能向上連携加算は、年度末時点で２３名の入所者が利用されている。

入所者からもリハビリを楽しみにされる声があり、効果が期待できる方も増えているため、今後も理学
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療法士と相談しながら進めたい。 

８月に介護支援専門員が交代となり、ご家族とは一からの関係構築となったが、一つひとつ丁寧に対応

することで概ね良好である。今後も基本となる挨拶をもってウェルカムに迎える事、事故発生時には迅

速かつ真摯に報告する事で安心感の提供に努めていきたい。また、ご意向をいただく中でも、実現でき

ることできないことを明確にし、現場職員の状況も加味したケアプランの立案を行い、丁寧な説明をも

って理解を得て同意をいただけるよう努めていきたい。 

 

《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】 

ひと言でいうと慌しい年度であった。まず制度改定があり、部署間で連携しながら適正に取り組んで

きた中、相談員の異動や退職により事務所の体制が変わり、慌しさの一因として影響した。各部署リー

ダーの協力により施設は円滑に運営でき、比較的落ち着いている。 

介護サービス業としての意識・質をどう高めるのか…が、よく課題としてあがり、人材を確保するこ

との難しさに加え、どう育てるかということに頭を悩まされるところである。今後、サービスの向上、

そのための職員の質の向上により力を入れていく。 

 

■年間稼働率   ９５．３％ 

 

【各部署報告】 

◎総務 

１）人材育成に取り組む。 

新入職員には部署を問わず必ずＯＪＴを実施している。 

２）周知活動を行い、入居者や職員の確保につなげる。 

主にホームページのブログを通じて施設内の様子や職員の人柄等が見えやすいような工夫を行って

きたが、それ以外のことにも取り組みを広めたい。面会者や来訪者（入居相談・採用応募者など）は、

ホームページやブログを見ていることが多く、実際にそれを一つの理由として他との検討後に当施設

を選ぶ方もおられるため、今後も継続する。 

３）経費削減に努める。 

大きな機器の経年劣化が原因と考えられる不具合が多く発生し、修繕費用がかかった。入居者の生活

への影響が大きい部分から優先して順次修理を行っている。 

４）地域貢献活動を行う。 

・地域の９施設で構成される会の定例会議に参加し、地域貢献・地域へのサービス提供活動を行った。 

・あんしんすこやかセンター主催の「ふれあい喫茶“こころ”」への参加・手伝い。 

・神戸市北区社会福祉法人連絡協議会（ほっとかへんネット）への参加。 

 

◎介護 

【１Ｆ】 

１）「シーティング」の取り組み 

車椅子の方や座位保持のための介助が必要な方が多いフロアであり、各担当者が介護用品や機能訓練

の見直し・記録・検討、そして現状に合わせたシーティングを実施し、身体機能を維持し、より安楽

に過ごしていただけるように努めた。 
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２）「生活支援」に対する意識付け 

介護度が高い入居者が多いフロアでり、ある程度ご自分で出来る方に対しての職員の意識が低くなり

がちであるという課題があった。今年度はそうした方々への会話や様子観察など基本的なことに重点

を置いて取り組んだ。 

【２Ｆ】 

１）職員が入居者の変化に気づき、その状態に合わせた援助ができるようになる。 

居室担当者の仕事の意識付けとして、業務の項目を職員全員で再検討した。自分たちで決めたものを

元にしたことで、担当としての意識を持てるようになった。また、入居者の日々の状態の変化も目で

見てわかるようになり、フロア会議への議題提案・計画作成担当者への情報提供が行いやすくなった。 

２）職員の指導育成を行う。 

２組のＯＪＴに取り組んだ。リーダーが必要に応じてフォローしながら、新入職員は着実に、中堅職

員についても、人に指導するということから再度自身が学びなおす・理解を深める機会が多かったこ

とで、少しずつ成長が見られた。また、月毎に目標をクリアしてくことで新入・中堅両職員が自信を

持って業務をこなすことが出来るようになっている。 

【３Ｆ】 

１）居室担当者としての役割を職員それぞれが務める。 

昨年度から継続して行ってきたが、担当入居者の対応と、その課題を職員で共有して話し合い・取り

組むということが出来るようになった。また、担当入居者の過ごしやすい環境作りや整理整頓など、

チェック表や連絡ノート等を用い指摘をし合いながら、現在は個々の１日の過ごし方やリズムに合わ

せた対応を行えるようになった。 

２）入居者の外出の機会を設ける。 

外出が好きな入居者が多いが、集団生活の中ではなかなか個々の“したいこと”が自由には実現しに

くい中、それがストレスとなりかねない。それを防止する目的も含み、２～３ヶ月おきに３～４名の

方を対象とし、ご希望の場所への外出を企画・実施。個々に日々の中での楽しみ・喜びを持っていた

だくことで、入居者同士の関係性を良好に保てるよう今後も継続していきたい。 

 

◎看護 

１）看護業務の統一を図る。 

年度当初、入職して間がない看護職員が多い状態であり、連絡ミスを防ぐという基本的なことから取

り組んだ。その後、２名での勤務体制（一人勤務の日が多い）になったこともあり、それは年間を通

して大きな課題となった。 

２）入居者の体調管理に努める。 

入居者との関わりの時間が一番長く近くで接するのは介護職員であり、その情報は入居者の心身の体

調変化の早期発見・早期対応につながる。情報を得るために報告を待つだけでなく、職員との日々の

コミュニケーションからも情報を得るよう努めた。また、医師との連絡も密にとり、その指示につい

ては口頭や全体連絡ノートを活用して他部署職員に的確に伝わるようにした。 

 

◎栄養管理 

１）喫食量を上げる。 

①味に変化をつけて他の物を食べやすいようにした。 

②嗜好調査の実施 

 日々の入居者・職員からの聞き取りに加え、個別の聞き取り調査を実施。いずれも献立に反映。 
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③見た目を意識して料理を提供する。 

 一口カットでの提供の方に対してでも、料理によってはカットせずに盛り付け。食べやすさだけを

重視しがちだったが視点を変えて提供した。 

２）給食管理を行う 

 献立記載内容との相違が発生しないよう、委託会社との意思疎通･食材の検品を双方で行い、照らし

合わせて確認する作業を都度行った。 

３）他職種と連携し、入居者の健康管理を行う。 

正確な身長の計測を行い、喫食量や体重の把握・血液データから、栄養量維持が難しい方には必要に

応じて栄養補助食品を活用した。また、ターミナルケアの方については最期まで無理なく食事を楽し

んでいただけるよう出来る範囲で嗜好に合わせた物を提供した。 

４）食べる楽しみを感じていただく工夫をする。 

・おやつ作りは毎月必ず新しいメニューや食材を取り入れた。 

・リクエストから鍋料理・いなり寿司や手まり寿司などを作るところから参加していただく機会を設

けた。 

・月１回、手作りの日・特選素材の日を実施した。 

 

◎相談援助 

稼働率は目標には至らなかった。低迷の大きな原因となったのは、長期入院者が多かったことである。 

 入院中の入居者の費用負担も軽減するメリットがある空床利用（短期利用）の活用は案として何度も

上がったものの、いずれのご家族・入居者もその制度の利用を希望されず、実現には至らなかった。居

室内に家具等を持ち込まれ、便利・快適に過ごすための工夫をしておられ『自室』としての意識が高い

入居者・ご家族が多いことが主な理由であると思われる。 

 

◎介護支援 

１）入居者・ご家族の思いに寄り添ったケアプランの作成 

ケアマネジャー（兼生活相談員）が年度途中で退職、新しいケアマネジャーが就任した。積極的にご

家族とコミュニケーションをとり、入居者・ご家族の思いを反映させたプラン作りを行った。 

２）入居者の現状に沿ったケアの提供 

心身の状態に変化が見られれば、その都度ケア内容の見直しを行ってきた。 

３）他職種との連携 

 施設内外の各種専門職と積極的に意思疎通を図り、その見解をもとにより良いサービス、一人ひとり

に合わせたケアを目指してきた。 

 

《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】 

今年度は、減少した入居者を１１月に満床へと回復することができた。しかし満床に回復するまでに

時間がかかったため、入居者数の年間稼働率は８５．４％と、前年度とほとんど変わらない結果となっ

た。３１年度には目標稼働率を達成できるよう努めたい。 

（１）入居者個々の状況把握と健康管理 

今年度より看護職員を日中に配置することで体調不良の方への対応がこれまでより早くなり、担当の

介護支援専門員や病院との情報共有も密になり、連携が強化された。 
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また、ご家族へのアドバイスを含め日頃の体調面の相談にのることもできるようになったことで安心

していただける環境づくりができた。 

（２）接遇・コミュニケーション能力の向上 

 接遇面で入居者・ご家族からの苦情を受けることがあった。来年度はもう一度接遇について見直し、

職員一人ひとりのスキルアップを目指す。 

（３）サービス提供を行う組織・機能の明確化 

 これまで施設と「訪問介護・訪問看護」のオプションサービス料金が統一されていなかったが、料金

を統一することにより対応がスムーズになった。 

 

■年間稼働率   ８５．３％ 

 

【各部署報告】 

◎総務 

課題となっていた入居率は、満室となった。積極的な営業活動、業務分担の見直し、入居窓口を一本

化し安定した説明と無駄のない対応を心がけることで、新入居にも素早く対応できた結果である。分担

により職員が専門業務にも時間を費やすことができ、効率よく業務を遂行できることにもつながった。 

入居者に応じた業務は多岐にわたり、総務はその窓口となり調整をしていく必要がある。現場スタッ

フとの連携により日々の変化を見落とさず、居宅介護支援事業所と密に連絡をとり、入居者に満足して

いただける生活支援を行っていく。 

 

◎栄養管理 

・食事…入居者に食べる楽しみを提供する事に注力している。 

上半期、栄養士不在期間があり「栄養士ランチ」の開催はできなかったが下半期に再開し、要望に応

じたメニューで食べる楽しみを提供した。 

・食堂…毎月１回は松花堂弁当や、好まれる洋食ランチなど楽しみとなる献立に工夫した。 

 今後はアンケート方式の嗜好調査なども再開し、より一層喜ばれる食事提供を行っていく。 

・カフェ利用…６月より段階的に再開し、月初めに開店日を掲示する形で不定期ながら月３～４回開店

している。参加者も少しずつ増え、入居者に定着しつつある。 

 

◎相談援助 

入居者数が昨年度末に６３名になり、さらに４月に２名退去が決まっている状況からのスタートであ

り、入居者獲得が急務であった。そのためこれまでに紹介を受けたことのある事業所、シャルールカト

レア利用者の担当ケアマネジャーがいる事業所を中心に挨拶に行くことや問合せに対してはなるべく

直接訪問して説明することで、より具体的に入居を検討してもらうことにつなげることができた。 

上半期内に稼働率は大幅に上がらなかったが、１１月に満室を達成し、その後も満室をベースとした

稼働が維持できた。今後も継続維持するために待機者の確保に努めたい。 

 

《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】 

上半期の稼働率は低迷していたが、営業に注力してきた効果と併設のカトレアロイヤル神戸の満床に

よる相乗効果で、稼働率が向上した。結果１０月にはシャルールカトレア開設以来、初めて稼働率７０％
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を超えることができ、その後も下半期中５ヶ月は７０％以上を達成できた。 

今年度掲げた目標については、次のような取り組みをした。 

①職員のスキルと育成の向上に努め、より良いサービスを提供する。 

 職員個人でグループ内の研修に参加しスキルアップを図ったが、事業所として研修は実施できなか

った。 

②ご家族との連携に向けた情報の共有化を図る。 

 利用時の気付きについてご家族やケアマネジャーにこまめに連絡し、情報共有に努めた。 

③特色のあるデイサービスの運営を目指し、他事業所との差別化を図る。 

 半日型で入浴可能な施設を探している方が多く、近隣の半日型では入浴を実施している事業所がな

いため、差別化できた。 

④各居宅介護支援事業所との連携を密にし、新規利用者の開拓を行う。 

  新規の紹介・体験利用から本利用へとつながる機会を増やすために、毎月居宅事業所へ報告を行い、

新規利用へつながった。 

⑤職員一体となり稼働率向上に取り組む。 

 早めにキャンセルを把握できるよう対策を考えた。また、処遇困難な新規利用者であっても最初か

らお断りすることはなく、お試し利用をしてもらうことから始めた。 

上記のような取り組みの結果、年度末３月単月では７５％を達成することができた。 

 

■年間稼働率   ６７．５％  

 

【各部署報告】 

◎相談援助 

新規利用前に体験利用をしていただき、体験利用者中８割以上が契約に結び付いた。 

 今後も他事業所からの信頼を保ち、利用者確保に努めていきたい。 

 

◎介護 

送迎時の事故防止のため、誘導の際は利用者に必ず職員が付き添うことを継続している。理解と協力

が得られるよう繰り返しの説明と誘導に努める。 

 接遇面については丁寧な介護を心がけている。今後も丁寧な介護を心がけるよう一人ひとりが努力し

ながら利用者に接していきたい。 

 

◎看護 

利用者の健康状態の把握に努め、多職種で情報を共有し、継続して状態を観察した。バイタルサイン

測定に加えて、利用者の歩行状態、起居動作、会話、表情等から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、看護職員が確認。皮下出血やスキントラブルの有無な

どの観察も職員全員で連携して実施した。 

 

《６》介護老人福祉施設 カトレア鈴蘭台 

平成２９年１０月１日開所 定員：入所３０人 短期入所１０人 

【総括】 

開設２年度目に入りスタッフの出入りが多い中、入所部門のみフルオープンできた。下半期は部門ご

とに短期離職者を出すことのないよう議論を重ね、少しずつ成果が上がってきている。 
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離職者が減ることにより入所者へのケアが充実し、行事・企画等が活発化、それがスタッフ全員のや

りがいにつながり、特養部門全体の活性化は図れているため、各部門リーダーを中心とした組織づくり

をさらに強固としていく。 

施設内情報開示のための「ブログ」は開設以来週１回更新のペースで上げることができており、ブロ

グを見て求人にまでつながるケースも複数件見られ、このままのペースを維持する。 

また、地域貢献活動についても１１月より当施設ホールを利用したカフェが好評を得ており、運営主

体の地域団体やボランティアとともに地域へ何らかの形で還元できるよう次年度以降も取り組む。 

 

■年間稼働率   ７０．１％ 

 

【各部署報告】 

◎総務 

①地域活動への参加（＊ケアハウスカトレアすずらん台と共通） 

毎月定例開催の地域活動への参加 

１）近隣大学でのふれあい喫茶 

近隣にある大学にて月１回開かれるふれあい喫茶に参加。 

２）カトレアカフェ 

月１回、地域福祉団体やボランティアの運営によるカフェ開設のための施設や設備の開放。 

②施設ハード面 

出来る限りハード面の清潔さ美しさを維持出来るように清掃。 

③挨拶、窓口対応 

来訪者へ気持ちのよい挨拶と窓口でのお声かけを意識し、話しやすい雰囲気作りを行った。 

④家族会 

・９月 敬老祝賀会と度第１回家族会を開催。１９名のご家族が参加。 

・３月 第２回家族会と食事会を開催した。１６名のご家族が参加。 

⑤ホームページの活用 

ホームページのブログを開設、施設内行事や地域に根差した行事、職員のプライベート等を定期掲載。

ご家族にも好評で、頻繁の面会が難しい遠方の方も、ブログで施設の取り組みがわかると好評。 

 

◎介護 

【１Ｆ東ユニット】 

（１）入所者個々の理解を深め個別性のあるケアを提供する。 

入所者やご家族との会話から得た情報で介助方法を検討し、その方にあった介助方法が支援できた。 

（２）施設での生活が安心・安全に送れるように支援する。 

毎月のユニット会議でユニット全入所者に関する意見交換を行い、共通の対応が出来るように取り組

んだ。各介護場面でケアプランを反映した経過記録ができるように取り組む。 

（３）各生活場面での居位姿勢を考察する。 

食事の場面では、床に足をつけることを目指し、理学療法士と相談しながら環境を整えた。また、入

所者にあった適切な座位・臥床姿勢を保つことができるように取り組んだ。 

（４）誤嚥性肺炎のリスクを軽減できるように努める。 

普段から嚥下状態の確認、適切な座位姿勢、食事動作ができているかを観察した。状態に応じ、トロ

ミの使用や食事形態があっているのかを検討した。 
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（５）居室担当職員を定め、入所者と顔馴染みの関係をつくり信頼関係を築く。 

居室担当としての責任をもち、居室の清掃や衣類の整理整頓を行う事ができた。入所者への声かけや

会話の中から要望を聞き、少しずつではあるが足浴などにも取り組んだ。 

【２Ｆ東ユニット】 

（１）入所者へ丁寧な言葉がけを心がける 

丁寧な言葉がけを行ない、焦っているときなど言葉の乱れがあるときは職員間でも話し合い、互いに

指摘した。 

（２）入所者の情報を理解、職員間で共有する 

ユニット間で職員の異動もあったが、全員で入所者を理解するよう努めた。情報、連絡事項漏れがな

いように書面に表すことで共有ができた。 

（３）日々の生活の中で楽しみを持ってもらう 

１日１回、体操や体を動かすレクリエーションを行い、傾眠の減少、声をだすこと、笑顔になれるこ

とに取り組んだ。 

（４）職員が入所者に目を向ける意識づけを行い実践する 

入所者に広い視野でかかわり、行動予測、危険予測をしながら、しっかり見極め行動できるようにユ

ニット会議で検討を重ねた。 

【２Ｆ西ユニット】 

（１）職員間の連携・連帯を図る 

申し送りノートを廃止し、他職種含めすべての申し送り事項を記入できる様式に変更。一目で分かり

全職員が閲覧できるファイルにした。情報共有をスムーズに行え、状態が把握できた。入職者へのＯ

ＪＴは仕事の内容を分かりやすく、統一した方法で指導できるよう取り組んだ。苦手な面は何度も付

き添い、定期的にリーダーを含め話し合う場を作った。 

（２）入所者が安心して生活が送れるようにサービスを提供する 

毎日体操などの時間を作り、運動後に水分を提供し、脱水・感染症予防に努めた。生活のなかで、役

割や達成感、やりがいを見いだせるように、貼り絵などの作品づくりを１ヶ月に１作品を目標に実践

出来た。 

（３）業務の引き継ぎをしっかり行い職員間の疎通を向上する 

業務の引き継ぎがなぜ大切なのかという根拠や記録の正確さ、日勤→夜勤帯への申し送り、仕事がし

やすいように整理整頓をすることを主に伝え確認した。 

 

◎看護 

（１）入所者の状態管理、健康管理に努める 

施設医師の回診以外にも、適宜電話による相談で指示を仰ぎ、病院受診の判断などスムーズに行えた。 

（２）感染症予防、発生時の対策について 

入所者の排泄後や食事前の手洗い励行に努めた。インフルエンザ予防に、面会者にはビージア水の全

身噴霧の協力を依頼、実施した。 

（３）住環境の安全確認、整備を行う 

居室内の動線確保や個々に合ったベッドの位置を考えた。 

（４）看取りケアが実践できる体制を作る 

 看取りの振り返りを行い、施設内研修を通じて看取りの理解を深める機会を設けた。 

 

◎栄養 
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・安全で安心な食事の提供を行うことができるよう取り組んできた。衛生面では温度管理や次亜塩素酸

での消毒など、基本的なことは徹底した。また、より適した食形態にするために従来の食事形態に加

え、「極刻み」を増やした。下半期にはソフト食の導入にも取り組んだ。 

・おいしく食べられる工夫をして食べる楽しみを感じていただくことにも重点を置いた。調理をする様

子を見る、匂いや音を楽しみながら出来立てを召し上がっていただく機会を設けた。 

・栄養に関する加算を取得できるように、他部署と連携しながら取り組んできた。定期的な様子観察と

情報を収集し栄養ケア計画を立案。実現可能な計画を立て、実施できる方法を検討し、実行できるよ

うに努めた。そして下半期ではより確実にケアプランと連動させるため計画作成担当者と協力して栄

養ケア計画をケアプランに組み込めるようにした。 

 

◎相談援助 

・特養稼働率９８％ 短期入所生活介護８５％ の目標を掲げ取り組んだ。しかし、短期入所生活介護

は本格的な受け入れができなかった。介護人材難の状況であるが、入職した介護職員の離職を止めき

れなかったことも要因である。下半期は離職率低下を目標にし、多職種が協力し新入職員を１人にさ

せないよう、積極的に各ユニットへ介入した。 

・接遇、苦情対応、施設内連携等大きなトラブルはなかったが、小さな芽はいくつもある。その芽の絶

対数を減らすために、言葉の選択や、ご家族と積極的な会話、職員との会話を心掛けた。 

 

◎介護支援 

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）の施設マネジメントのサイク

ルの構築が開始できた。ご家族とも、面会時などには会話を心掛け気軽に話ができる関係構築にも務め

た。 

 

《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 

【総括】 

５月に受け入れ開始となったが、人材確保と育成に時間を費やし、稼働は半分にも至らなかった。 

人材育成を、特にリーダー的立場の人材の育成を急務の課題としていきたい。 

ケアハウスは特養の延長ではなく、幅広い対象者に対応するという意味で独自の問題、課題が挙げら

れる。それらを全職員で共有、そして検討していくことを次年度以降の至急の課題としたい。 

 

■年間稼働率   ３５．２％ 

 

【各部署報告】 

◎総務 

■マニュアルや書類の整備 

各委員会は発足出来た。参加できない時は事前に議題を伝え、メモや口頭で意見交換を行うことで委

員会の運営に努めた。 

個別対応マニュアルを作成し、都度見直しも行った。今後は職員の意識向上にむけ、マニュアル作り

も協働で行う。 

■人材育成に取り組む 

ＯＪＴによる職員指導について取り組みは始動しているが、具体的な進め方を確認しつつ行うような
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状態であった。下半期は新入職者と定期面談を行い目標への振り返りや悩み事の聞き取りなどを行い、

職員の定着へ努めた。 

■地域に出向く行事、貢献活動を行う 

①地域活動への参加 ＊カトレア鈴蘭台 総務部門 参照 

②施設ハード面…出来る限りハード面の清潔さ美しさを維持出来るように、意識して清掃した。 

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を意識し、ご家族が話しやすい雰囲気

作りを心掛けた。また、風邪やインフルエンザ、ノロウイルス感染症等の対策として面会時にはビ

ージア水での手指消毒及び全身への噴霧を行った。 

④運営懇談会について 

・９月 敬老祝賀会と第１回運営懇談会を開催。９名の参加。 

・３月 食事会と第２回運営懇談会を開催。１３名の参加。 

 

◎介護 

■入居者の個性を尊重し、個別ケアの提供を行う 

・入居者やご家族に対しての言葉遣いを意識し、心のこもった挨拶を心掛け対応できた。 

・入浴は、個人の身体能力も考慮した上で、個浴、大浴による入浴や、希望者には同性での介助も対応

することができた。 

・排泄は、日中の声かけ・トイレ誘導や排泄パターンを把握し、睡眠環境の妨げにならないように対応

できた。 

・面会時、ご家族に安心していただけるよう入居者の近況をできる限りお伝えした。 

・情報共有は全体ノートだけでなく個人対応ノートも作成。大切な事は口頭での申し送りも実施した。 

■安全に過ごしていただける環境づくりを行う 

・眠りスキャンの個別設定を行い転倒やベッドからの転落リスクを回避し、入居者が安全に過ごしせる

環境を整えた。 

■職員間の連携を密にとる 

・職員間の連携は、朝礼時や夜勤入りの申し送り、全体ノートや個人対応ノートを活用している。 

■日々のレクリエーションの充実 

・職員発信の個別レクリエーションは実施できたが、個々の思いを形にすることが今後の課題である。 

・全体で行う体操は毎日実施できたが、今後は全員が参加出来るようなレクリエーションを考案する。 

 

◎看護 

■入居者の健康管理に努める 

個々に入居者情報ファイル、薬ファイルを作成。受け持ち看護職員が情報収集を行い情報の共有を行

うことで、個々の観察ポイント、処置が統一出来るようになった。 

排便管理は排便スケールを見直した。飲水量を増やすために入居者の嗜好にあった物を提供、個々に

あった飲水量か確保出来た。また、介護職員と協力し毎日トイレに行くことで、自然排便を促し緩下剤

の使用が最小限になってきた。 

■感染予防に努める 

食事前の手洗いが習慣となるよう、介護職員に指導していく。 

インフルエンザ予防に、面会者にはビージア水の全身噴霧の協力を依頼、実施した。 

 

◎栄養部門 
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・安全で安心な食事の提供を行うことができるよう取り組んできた。衛生面では温度管理や次亜塩素酸

での消毒など、基本的なことは徹底した。また、より適した食形態にするために従来の食事形態に加

え、「極刻み」を増やした。下半期にはソフト食の導入にも取り組んだ。 

・おいしく食べられる工夫をして食べる楽しみを感じていただくことにも重点を置いた。調理をする様

子を見る、匂いや音を楽しみながら出来立てを召し上がっていただく機会を設けた。 

・週に１回「ケアメニューの日」として、肉の種類や仕入れ先を変える、鮮魚を使うなど食材に重点を

置く機会を作った。下半期には一人ずつ希望を聞いた献立作りを、月に一人ずつ実施した。 

・残食の減少に向けても取り組んだ。毎日の様子観察と聞き取りから残されやすいものは味付けや調理

などを改善。残りやすい食材を安易に削るのではなく、メニューのマンネリ化を避けるためにも出来

る限り食材の種類は減らさず工夫していきたい。 

 

◎相談援助 

■入居者を確保する 

・１年間の相談件数は５７件（上半期２４件、下半期３３件）であった。 

・フルオープンできなかった。これは介護職員の確保が計画通りにできなかったことが大きな要因。

来年度は職員確保を進めると同時に、受入体制が整えばスムーズに入居案内ができるように待機者の

確保にも努めていく。 

■稼働率を維持させる 

・満床稼働未達成であるため、まずは満床にすることに注力していきたい。 

 

◎介護支援 

■入居者・ご家族の意向に沿ったケアプランの作成 

・ユニット会議を活用し、入居者・ご家族の意向を伝えモニタリングを開催、６ヶ月毎（状態変化時は

適宜開催）更新。 

■ケアプランの周知 

・ケアプラン周知のため、毎日開き目を通す個人カルテの熱計表の間に挟む工夫を行った。 

■多職種との連携 

・本人、ご家族のご意向と多職種協働でのモニタリングからケアプラン作成は行えたが、意見交換を行

う担当者会議については、全入居者開催できるようできるよう日程調整し、来年度は改善を図りたい。 

 


