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社会福祉法人 まなの会 

平成 27年度 事業報告 

《１》法人本部 

 法人内の事業については、今年度大きな課題がカトレアロイヤル神戸とシャルールカトレアの稼働率

であったが、カトレアロイヤル神戸は８月に満室となり、稼働率も９０％を超えた。一方シャルールカ

トレアは年間稼働率がまだ５０％に達していない。そのため２８年１月から新たな取り組みを行い、近

隣他事業所との差別化を図ろうとしているところである。来年度の稼働率の上昇につながる事を期待す

るとともに、選ばれる事業所を目指すためのさまざまな試行には引き続きバックアップしていく。 

 最後に、新規事業として着手している神戸市北区鈴蘭台北町の事業所についてであるが、事業計画に

若干の見直しが必要となり、関係機関と調整を図りながら進めてはいるが予定よりも着工が遅れてい

る。できるだけ早い開設に向けて次年度も引き続き鋭意努力していく。 

 

■（仮称）カトレア鈴蘭台・（仮称）カトレアすずらん台 について 

 ２７年度事業（開所時期未確定）である特養・ケアハウスの進捗状況は次の通りである。 

（仮称）介護老人福祉施設 カトレア鈴蘭台  入所：３０床  短期入所：１０床 

（仮称）ケアハウス カトレアすずらん台   入居：３０床 

 

《２》介護老人福祉施設「カトレア三木」        施設長 伊藤明代 

平成１８年１０月１５日開所 定員：入所５０人 短期入所２０人 

【総括】 

介護保険制度改正により介護度３以上の要介護者の受け入れに限定されることで、医療的なケ

ア、終末期を含む中重度要介護者の受け入れが増加し、より柔軟な受け入れ体制をもって対応して

きた。 

 上半期は退所者と入院者が多く、稼働率の低迷から脱することが出来ない状況であった。下半期

では退所者数はややや落ち着いてきたものの６名の退所、年間を通じて２４名の退所となり、約半

分の入所者が入れ替わった１年でもあった。 

施設の設備面では経年劣化によるメンテナンスが発生し順次対応している。 

職員の人事面においては、下半期には介護職員の新たな体制の構築に向け、新規リーダーを育て

るべく職員の配置転換を行い、業務の見直しや改善に目を向けた。 

今までは近隣でも比較的新しい施設として認識されていたが、来年度は開設１０年目を迎え、ハ

ード面では清潔感を維持できるように努力するとともに、今後はますます職員への接遇の意識づけ

や人材育成を主題に置き、ソフト面を評価して当事業所を選んでいただけるよう努力していく。 

 

■年間稼働率   ９４．１％  

 

【各部署報告】 

◎総務部門 

 業務連絡や報告などはその都度、各部署に連絡を行う事で問題なく情報の共有が行えた。しかし、

専門職への相談や報告などが多くなり一人の職員に仕事の比重がかかってしまった部分も多く、そ
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の点に関しては事務所内でのノートを活用したり申し送りを行うなど再度情報の共有を密にはか

り改善していく必要がある。 

備品関係は開設以来使用してきた物は経年による劣化や故障に随時対応してきたが、件数が多く

なっている。修繕できる備品は早目に修理することで職員や利用者に対しても迷惑をかけずに行え

たので、今後も早めの対応を心がける。 

事務処理では、印刷物の節約や、電気をこまめに消したりするなど小さな経費削減にも努めてい

る。引き続き、不便を掛けない範囲で経費削減に努めていきたい。 

 

◎介護部門 

各階フロア、各ユニットでは健康体操及びＤＶＤ体操や嚥下体操、個別に対応したレクリエーション

を継続して実施することによって利用者にも定着しており、大変好評を得ている。次年度は定着してい

る体操のメニューを更に拡大し、新たな体操やレクリエーションを取り入れ、余暇活動の充実に努めて

いきたいと考えている。各種行事に関しても検討を重ねて季節行事を企画、実施しご家族へも参加して

頂ける行事を開催した。今後も継続して行事の企画実施は行事委員会を中心に行っていきたい。 

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『業務に必要・すぐに役立つ』内容をテーマにした。今後は職員の出席率の向上に努

めていきたい。 

 

◎看護部門 

 介護職員と連携し、日々の観察と情報の共有・収集に努め主治医への報告と指示受け、必要に応

じて専門医への情報提供を行い、異常の早期発見・早期対応を行った。 

感染対応については足趾の白癬が目立ち、悪化・重症化したケースもあったが、毎日のフットケ

アとチェックの充実など感染予防に努め、改善された。今後も引き続き予防と早期発見を行ってい

く。１月に入り、利用者数名がインフルエンザにり患したが速やかな感染対応を行い、それ以上の

拡大はなく終息した。 

看取り介護では、いかにその方らしく最期まで生きていただけるかをユニット職員を中心に全職

種で考えた。ご家族から情報を得るなどして、音楽をかけたりお好きな花を飾るなど、個人の好き

な事や残存機能に働きかけるケアの計画を立てて取り組んできた。また、職員が積極的に研修に参

加し、ご本人や家族に寄り添った看取り介護の内容の充実を目指している。 

 

◎栄養部門 

お花見では華やかな色合いの花見弁当を用意、いつもと違うお弁当に喜んでいただけた様子であ

った。夏祭りでは、去年の意見を参考に食べ物の量を調節し、４種類の食べ物を用意した。夏祭り

の雰囲気を演出できたように思う。 

秋の家族会は季節の食材を取り入れたお弁当とデザートを提供した。普段食事が進まない方もた

くさん食べられている姿が印象に残っている。しかし準備が完璧にできておらず、当日慌てた反省

もあったので、アンケートでいただいたご意見とあわせて次回に活かしていこうと思う。その他の

主な行事として、焼き芋大会ではおかわりをされる方も多く、賑やかに楽しんでいただくことがで

きた。クリスマスやひな祭りには、手作りのケーキを提供した。可愛い見た目と手作りの美味しさ

に大好評をいただいた。もちつき大会では職員が目の前でもちつきを披露し、迫力もあり楽しんで

いただけた。ついたお餅は正月の飾り餅として使用。お正月はおせち料理として小さな重箱を一人

ずつ盛り付けて提供した。 
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お寿司バイキングは各ユニットでの実施となったが、いつものお部屋でゆったりと食事を楽しん

でいただけたと思う。利用者から大変人気のある行事となっており、「お寿司が食べられるなんて

思っていなかったから本当に嬉しい」「また食べたい、毎月食べたい」とのお声をいただき、冬の

間にもう１度お寿司を提供できないか検討していきたい。 

これからも安全に楽しく食事をしていただけるよう他職種と連携を深めていきたいと思う。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 

退所者が大変多い年であった。数日のうちに複数の方が一度に逝去される事もあり、年間を通し

て次期入所待機者への面談や情報の作成にバタバタと奔走し、それだけに終始してしまった。事業

計画での「入所者の日々の様子を確認し入退所の今後の動向を予測する」という点は不十分であっ

たと感じている。また、慌てすぎて他職種との連携の中でも対応が不十分であった点もあり、来年

度は改善していきたい。稼働率も前年度に比べて低下しており、丁寧さとスピード感の両立につい

て体制を構築することが出来ていない事を痛感する結果となってしまった。 

新規入所者が多かったため、現場職員と一人一人への関わり方を十分に検討する時間が持てなか

った。相談員としてもう一度振り返り、より丁寧な情報提供に取り組む。 

入所・退所のペースについては完璧に予測しうるものではないにせよ、今年度のような場合もあ

るという事を念頭に、計画的に備えて行く事で来年度は稼働率の安定を目標としつつ利用者、職員

共に混乱のない様にすすめていける体制を構築していきたい。 

短期入所に関しては、新規利用の相談が下半期から毎月７～８名程度コンスタントに得られるよ

うになってきた。稼働率としても短期入所単体で見れば昨年度に比べて２．３ポイントアップして

いるのは大きな成果と考えている。今後も安定した稼働率を目指し、定期利用の方に引き続きご利

用いただけるようサービスを提供するとともに、緊急・臨時利用の相談にも積極的に対応して行く

事で在宅生活をサポートする事業所でありたい。 

 

◎介護支援専門員部門 

利用者の状態は医療面を要する方が増えており、受け入れる施設の職員一人ひとりの能力を向上

させる事が求められている。状態管理や看護的指導は看護職員により行われ、介護職員へ目線・気

配りの点などの指導が行われている。そうし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。例えば車椅子の見直し（体にあっているか、現状の姿勢で良いか）を行う事で食事の

時によい姿勢がとれている。またベッド周囲の環境を整え介助バーやポータブルトイレの位置、マ

ットレスの検討、福祉用具の選定を行ってきた。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、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。評価や計画を各ス

タッフが理解し共有出来るように取り組んでいきたい。 
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《３》特定施設入居者生活介護「ケアハウスカトレア神戸」    施設長 高階和洋 

平成２２年４月１日開所 定員：３０人 

【総括】 

収入面では平均要介護度の維持、状態別待機者管理、グループ老健との連携に力を入れ、支出面

では物品管理の強化、水光熱費削減のため全スタッフへ使用方法の周知、運営費の一部見直し等再

度検討も行ってきた。結果、２６年度比９９．８％に抑えることができ、まずまずの成果を挙げる

ことが出来た。偏に全スタッフで取り組んだ成果であり一定の評価はできると思う。しかし、単年

度では稼働率も下がり空床も目立ったため今後の課題も残るものとなった。 

入居者についてであるが、２７年度は開設以来の件数である年間１２件の退去があった。８名が

永眠による退去、内ターミナルでの対応が７名であった。全てのご家族から「最期一緒に看取れて

感謝しています」等々感謝の言葉を頂戴し、我々全スタッフにとっても改めてこの仕事のやりがい

を見出せた一年であったように思う。 

一方、新規入居受け入れが相次ぎユニット内が落ち着くことが少なく、入居者の事故、けが等に

発展する事案も見受けられた。そのような中でも専門職として対応できる人材を早急に育成すべく

来期以降も現取組みのＯＪＴを改良し進めて行きたいと考える。 

 

■年間稼働率   ９７．０％ 

 

【各部署報告】 

◎総務部門 

①人材の育成に計画的に取り組む。 

 リーダー的役割を担うことが出来る人材の育成、指導役となれる中堅職員の育成を目指し、介護課・

看護課で２８年度にかけてのＯＪＴを実施している。指導担当職員・所属リーダー・本人の３者がそろ

う話し合いの場を定期的に持っており、それぞれの立場での学びがあるとの意見が上がっている。だが

まだ中堅職員の中で指導担当役を担える職員が少なく、こうした職員を今後どのように育成していくの

かも課題として残った。 

また職員が発生した問題や事由に関して自身も関わるべきこととして捉えられるようになるため、各

種会議での発表・進行を任せたり、何らかの役割を担って自ら動くようにすることで徐々に進んで役を

買って出る職員が多くなっていると感じる。 

②入居者の社会生活の維持をサポートする。 

下半期から鈴蘭台地区第２ブロックの６施設で「すずらん会」を立ち上げ地域貢献活動を模索中であ

る。地域と施設とのつながりの中から、今後は入居者が地域の方と接する機会を持てるよう進めたい。 

③経費削減に取り組む。 

備品・設備について多くの不具合が見られた。壊れてしまってからの報告や、責任の所在がはっきり

しない故障や破損件数が多く、速やかな報告を促していくとともに、正しい使い方の指導を行う。節電

については、電力使用量が集中する時間帯に関しては、フロアの使用時間を調整することで電力量を分

散できたので、以降も同様の方法で節電を図っていきたい。 

 

◎介護部門 

【１Ｆ介護】 

①職員の観察力を上げ、入居者に対して気配り・心配りを持ったケアを提供する 

身だしなみや整容面への配慮、体調・要望にあわせることを意識しながらケアに取り組んだ。ご家族
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より指摘のあった室温について要望は、こまめに衣類や座席位置による調整を行うようにした。 

水分不足を防ぐため、水分摂取量には細心の注意を払った。摂取目標を決め、一日の中で偏りや無理

がなく水分補給できるように午前中と午後の目標量を入居者ごとに設定。様子や体調に配慮し、水分摂

取がご本人にとって苦痛にならないよう、好まれる飲み物を見つけるなどした。 

②入居者と積極的にコミュニケーションを取り、会話のある明るい雰囲気を作る。 

ご自分からコミュニケーションをとられる方は少ないため、職員からの挨拶や声かけは特に意識して

おこなった。声かけや一緒に歌を歌ったりすることで、会話に応じてくださる、笑顔が見られる、ご自

身の要望を伝えてくださるなどの回数が増えた。 

③ご家族に「ここにまかせていれば安心だ」と思って頂けるケアを提供する。 

ご家族から食事中の雰囲気などについてご意見をいただいたことを受けて職員で話し合い、食事に集

中できる座席配置を検討、入居者の状態に合わせ職員が間に入るなど工夫をしてきた。また、居室担当

職員とご家族の連絡用に、個別に連絡ノートを作り入居者の日々の様子を伝えている。ご家族からの要

望や意見でつい見過ごしがちなことに気付け、改善につなげることもできる。 

 

【２Ｆ介護】 

①ケアの質を向上させる事で、入居者のＱＯＬの向上とＡＤＬの維持につなげるようにする。 

職員が入居者をしっかり見る・知る事を通じてケアにつながるヒントや工夫を考え、他の職員に対し

て積極的に発信するようにしてきた。 

・日付や曜日が分からなくなり混乱されている場合には、一緒にカレンダーを見たりその日の出来事

を思い出してもらえるような会話をする事を心がけた。 

・新しく入居された方には、他の入居者と一緒に歩行訓練をしたり、日常生活の中で手伝いをしてい

ただく等、入居者同士の交流を図れるような内容の機能訓練を計画・実施した。目的や役割を持っ

ていただくことで居室の外に出てくるきっかけともなり、スムーズに馴染んでいただけた。 

・ケア上の問題点に担当者がいち早く気付くことにより、その時々に合わせた対応が出来るよう援助

方法の変更を積極的に検討。統一したケアが提供できるよう連絡ノートを活用し周知を図った。 

②職員が互いに働きやすい環境を作る事で入居者のＱＯＬ向上につなげることを目指す。 

職員間のコミュニケーションは連絡ノートやフロア会議を通じて行い、入居者に対する思いや対応方

法を話し合ってきた。職員同士が意見交換を活発に行うことでさまざまなアイデアが出た。リーダーか

ら職員一人ひとりへの個別の声掛けも意識して行ってきた。 

○その他 

日々のケアや業務をこなすことに気を取られ、入居者との余暇活動の時間が少なくなり楽しみを持っ

ていただく時間を設けることが不十分だった。入居者に楽しみ・喜びのある生活を送っていただけるよ

うな時間を充実させられるようすすめていきたい。 

 

【３Ｆ介護】 

①職員の積極性を向上させ、入居者の生活の質を高めることを目指す。 

まずは入居者に「名前を覚えていただく」事から始め、同時に居室環境の整備等基本的なことをきち

んと行うようにしてきた。 

・出勤の際には特に担当入居者に対して挨拶とともに職員の名前を伝えた。しばらくすると名前を呼

んでいただけ、日々の出来事や思いを伝えてくださることが多くなった。 

・その日にあった入居者との関わりの内容を記録するようにした。それにより意識して関わりを持つ

ようになり、ニーズの把握や対応方法を検討する際にも活用することが出来た。ただ、気付きを記
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録に残していない職員もいたため、今後徹底するようにしたい。 

②入居者に活気ある生活を送っていただけるようにする。 

 余暇時間を活用して歌・折り紙・トランプ・壁面作り等をし、職員とだけでなく入居者同士の交流も

兼ねた時間を持つようにした。 

③（新入）職員の指導・育成をする。 

中堅職員を交えてＯＪＴ指導を行った。また下半期の指導から、居室担当者用の“（環境整備等）や

ることチェックシート”を作り、自身でチェックするようにした。一目で見て確認できるため、本人も

分かりやすく、指導も行いやすかった。 

 

◎看護部門 

①統一した看護を提供する。 

重度化や終末期を迎えられる入居者が増える中、日々の少しの変化や実施したケアの内容・その効果

と変化などを記録し、看護職員によって対応に違いが出ないように気を付けた。他部署職員とも連絡ノ

ートを活用しケアの内容を確認したことで、看介護職員が統一したケアを提供することが出来た。 

②観察力・対応力を強化して看護展開を行う。 

入居者の日常生活の中で関わりをもち様子をしっかり把握することが早期発見・早期治療につながる

ことを看護職員間で再認識し、意識して関わるようにした。また、予期せぬ疾患の発症により医療行為

が一時的に増えた際には、看護職員間で観察ポイントや処置内容を確認し、医師への報告や指示への対

応をすることが出来た。 

③認知症の進行や、入居者の心身の変化に対して寄り添ったケアをしていく。 

精神的に落ち着きのない方や終末期の不安、孤独感に対してのケアは難しく、不安の残るところもあ

る。家族や入居者の気持ちを受容・共感し、安楽に過ごしてもらえるように工夫した。 

④感染症予防・対策について、看護職員が中心となって各部署と一緒に検討・実践していく。 

感染委員会では予防の注意事項を細かく話し合い、実施できるよう働きかけた。研修の実施、外部か

らの持ち込みを防止するため出勤時の手洗いうがい、面会者には手指消毒やマスクの着用に協力しても

らったことで感染症を予防することが出来た。 

 

◎栄養部門 

①マンネリ化を防ぎ、入居者（またご家族にも）食をより楽しんでいただく工夫をする。 

②入居者の喫食量の減少を防ぐ。 

③入居者の気持ちを明るくし、食事を楽しく食べられるよう図る。 

入居者が日々の食事の時間を明るく楽しいものとして感じていただけるよう工夫し、それにより喫食

量の増加につなげるように努めた。 

◇特選素材 

月に一度「特選素材の日」として普段よりも少し良い食材を使った料理を提供している。これは嗜

好調査の結果から食べたいと思われるものをピックアップして取り入れていったものである。 

◇チャレンジクッキング 

選ぶ・作る・食べるという一連流れを楽しんでいただいた。どんなものを作りたいか、そのために

は何を買う必要があるのかなども相談しながら決めていただけた。 

◇行事 

敬老祝賀会では、初の試みとして仕出し料理を活用。見た目にも華やかなものになった。９月・３

月の運営懇談会時にはチョコレートファウンテンを用意。入居者やご家族、男性・女性問わずに大
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変楽しんでいただけた様子だった。 

④入居者・ご家族に対する嗜好調査で得た情報をメニューに活かしていく。 

今まで行ってきた嗜好調査をまとめると、牛肉（ステーキ、すき焼きなど）、寿司、天ぷら、刺身、

麺類、パン、カレー、甘いもの等、そして“素朴でわかりやすい定番の料理を食べたい”であった。こ

れらの意見は積極的に取り入れた。また調査でたびたび見られた「量が多い」という意見には、メニュ

ーの中で残りやすいものの量を減らすことで全体の量を少なくし、完食しやすいようにした。 

 

◎相談援助部門 

①満床稼動を目指す。 

今年度は退去者数・永眠者数いずれも開設以降最高となった。全体稼働率は９７％、稼働率を下げた

原因として入院者が多かったことが上げられる。ただ、待機者に対して定期的な意向調査・状況把握、

緊急性や優先順位の区別を行った上で、意向確認をして入居前事前面接を早めに済ませるようにしてお

り、空床は最小限に抑えることが出来た。 

②施設内業務が円滑に進み、入居者へよりよいサービスが提供できるようにする。 

施設内業務の円滑な進行にはリーダー同士の疎通が不可欠であり、リーダー間で情報交換および問題

共有をする場を定期的に設けた。特に下半期には介護職員が自分の担当以外のフロアのことにも目を向

け業務に入れるようにすることを目指して取り組みを試みた。試行してみて結果としては課題の残るも

のとなり継続が困難となったものの、このような事を通じてリーダーがチームワークを意識して様々な

ことに取り組めるようになったという事は喜ばしい成果があった。 

③家族との信頼関係をより密にし、ニーズのくみ取り等を自然に行えるようにする。 

 入退去者が多かったため、家族対応にミスがないように努めるとともに、各部署および家族対応の窓

口となる事務所内での情報共有にも注意を払った。新入居者に対しては、ご家族へこまめに連絡し様子

を報告することで不安の軽減につなげられるようにはかっている。 またターミナルケア対応の入居者

ご家族に対しても、細やかな状態報告や、相談・要望に対して真摯な対応を心がけ、最後までご家族に

寄り添った援助を行った。 

 

◎介護支援部門 

①入居者のニーズ・思いをケアプラン・サービス内容に反映させる。 

・日々の関わりや現場職員からの情報収集で、以前と様子が変わっているところやそれに伴って必要

となっているケアについて把握し、各部署とも相談しながらよりよいケアの提供を目指してきた。 

・面会来所時や電話連絡には積極的にご家族と関わりを持つようにし、日々の様子をご報告するとと

もにご家族からみたニーズや要望を聞き出した。 

・できるだけご家族及や本人を含めたサービス担当者会議を開催し、その思いに沿ったケアプラ ン

を作成するよう心掛けてきたが、参加頂けなかった場合は、事前に聞き取っておいたご意向を反映

させたプラン作りをおこなった。来年度はより多くのご家族に参加していただけるように。 

②各部署職員へのケアプランの周知徹底を図り、その後の実施状況等の確認・把握することでよりその

方に合ったサービス提供を目指す。 

ケアプランの速やかなファイリングと居室担当者含めた関係職員への声掛けにて周知徹底を図り、そ

の後の聞き取りやモニタリングにて実施状況の確認をおこなってきたが、ファイリングの遅れや実施状

況の確認不足な部分もあった。ケアプランの速やかな作成・配布を行うとともに、居室担当者との積極

的な関わりを通じて入居者の状況の把握をおこなっていきたい。 
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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」    管理者 平尾智 

平成２６年１月１５日開所 定員：７１室 ８０人 

【総括】 

今年度はさまざまな取り組みをおこなった。まず行事については、神戸市立博物館や新開地劇場観覧、

相楽園（菊花展）などの外出行事だけでなく、プロの落語家による落語会も開催でき入居者に喜んでい

ただけた。また感染症対策にも力を入れ、手順表を作成し、各フロアに処理用の物品とともに設置した。

今後も快適に、また安心して生活をしていただけるように介護サービスの充実、レクリエーションや外

出などの行事企画もさらに行っていく。 

現入居者の要介護度平均は１．１４と要介護度の低い方の入居が多い。今後は要介護３以上の中重度

の方の受け入れも積極的に行っていくために、グループ法人の在宅介護事業所と連携をし、重度の方や

医療ケアの必要な方など様々な方の受け入れができる体制を作っていくようにしてかなければいけな

い。営業先も、今までは地域包括支援センター・居宅支援事業所を中心に行っていたが病院や老人保健

施設などへにも力を入れていく。近隣地域に新しくサ高住ができており、また今後も増えていくため、

カトレアロイヤル神戸を『選んでいただける住宅』にするため、入居者のためのさらなるサービスの充

実を図っていく。 

開設から約１年半が経過した８月末に、ようやく満室となった。しかし事業所単体での運営がまだま

だ厳しい状態であることに変わりはなく、先を見通した事業運営ができていなかったと反省する。 

２８年度は収支のバランスを考え、職員配置なども検討し支出を減らすように考えなければならな

い。また施設全体での節電や節約も今以上に気を付け、職員一人一人が考えて実践できるように働きか

け、全体で取り組んでいくようにする。 

 

■年間稼働率   ９１．２％  

 

【各部署報告】 

◎総務部門 

今後、当事業所では重度な方も積極的に受け入れていく方針であり、介護を必要とされている方が満

足できるサービスを提供していくため、職員の育成に力を入れていきたい。人事面では今年度の退職者

は１名で、人材が安定してきたといえる。人材の安定はサービスの安定へとつながるため、引き続き職

員の働きやすい環境づくりを、総務課として様々な方面から考えていく。 

経理面では消耗品の使用一覧表と行事経費の収支一覧表を作成し、それぞれ分析を行った。消耗品は

共有部分に使用する物品の使用量が多くなっているので、引き続き在庫チェックを徹底し、無駄のない

よう管理していく。また、行事については大きな行事の支出も多くなっているため、計画の時点で必要

物品を検討しておくことが必要である。参加人数の少ない行事に関しては内容の見直しも検討する 

 

◎生活支援サービス部門 

入居者が多くなり食堂や浴室、訪問理美容などのサービス利用が増えてきた。入居者がスムーズに利

用ができるように時間や順番の調整を職員が行い、利用の都度声掛けをした。 

入浴は各階の個浴の午前の利用が少なく、午後の利用人数が多くなっているため、午前の入浴時間を

長めに設定しゆっくり入りたい方は午前中の入浴を案内し、午後の浴室利用にゆとりができるようにな

った。排泄介助などの身体介護が必要になってきた方も増えており、担当の介護支援専門員が中心とな

り介護保険サービスの調整も必要に応じて行った。 

住宅内の生活が楽しくなるようにレクリエーションの充実も図った。ボランティアによる演奏やコー
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ラス以外に、今年度はさらに落語や時代劇の鑑賞会を行った。紙芝居鑑賞会も実施したが、これは高齢

者向けの紙芝居を職員が練習をして披露したもので大変好評であった。今後も継続していく。 

介護保険で対応できない内容についてはオプションサービスの提供を行った。急な買い物の代行や大

掃除、衣替え等の要望もあり、都度対応した。一人の入居者に関わるサービスが増えてきているので情

報共有に努めていく。 

 

◎栄養管理部門 

・入居者の食事について 

選択メニューを月に１～２回行う事を目指し、１０月から３月までの半年間で１０回行った。食事は

入居者の聞き取りを参考に嗜好に合ったものを提供するように心掛け、食数は１年前と比べ申し込み

の方が増えている。２月には初めてのバイキングとして「握りずしバイキング」を行った。普段食の

細い方も握り寿司という特別メニューにいつもより食べる量も多く大変喜ばれていた。 

・カフェコーナーの利用について 

 週２回のカフェでは、ご利用いただく方が固定してきている。目玉となるデザートなどを考えていき、

まだカフェを利用したことのない方にも来ていただけるような企画などを考えていく。 

・デイサービスへのおやつ提供 

 第２週と第４週におやつを提供しているが、下半期は利用者と一緒にする参加型のおやつを取り入れ

た。包丁を使って果物やケーキを切って盛り付けるなど簡単な作業であったが積極的に取り組んでい

ただけた。 

 

◎相談援助部門 

入居者からの相談のうち身体のことや疾患に関する相談には、普段の健康状態の確認ができるように

訪問看護の利用の提案などを行うようにした。認知症の症状が見られるようになった入居者には、家族

へ状況を伝え、専門医への受診となった際には病院・医師への情報提供も行った。 

入居相談は月５～６件あり、重度の入居希望者へは居宅ケアマネジャーと状態の聞き取りを行い、介

護サービスのプランを作成しサービス内容、料金の説明を行った。家族からも介護費用がわかりやすい

との声をいただく。営業に関しては、重度の方の相談件数が少ないため、介護サービスを利用すること

で重度入居者の受入れ体制ができることの説明を行う。利用料金も分かりやすいように、料金シミュレ

ーションを用いて説明を行えるようにする。 

 

《５》デイサービスセンター シャルールカトレア    管理者 平尾智 

平成２６年２月１日開所 定員：４０人（半日２０人ずつ） 

【総括】 

 本年度はクラブ活動の見直し、個別機能訓練・リハビリ栄養の開始と、他事業所との差別化を図るた

めにシャルールの特色づくりに力を入れた。 

地域包括支援センターや居宅介護支援事業所への営業の際に各事業所で聞き取りを行ったところ、当

事業所は『入浴サービスのある半日型デイサービス』と認知していただいており、他の半日型デイでは

なかなか取り組まれていない入浴サービスを行っている事が評価していただけている。今後は機能訓

練・リハビリ栄養についても合わせて周知できるように、説明やリハビリの効果を『見てわかる』パン

フレットなどを作成し営業を行っていく。利用者の対応としては、外部利用者の送迎が増えてきており、

曜日によって送迎車２台では調整が難しい日も出てきているため、曜日や時間帯の調整を行っている。

重度の利用者も増えており、機械浴対応が増えてきた。これについても調整を行い、最大限利用者の意
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向に沿いながら納得して利用して頂けるようにしていく。 

最大の目標である稼働率の向上への大きな効果はまだ見えていない。少しずつ上がってきているが、 

３月末で５６％とまだまだ目標には達しておらず今後も利用者の獲得に向け、営業、サービスの向 

上に力を入れていかなければならない。 

 

■年間稼働率   ４９．３％ 

 

【各部署報告】 

◎総務部門 

利用者の休み連絡に関しての伝達ミスなど課題には、総務課・介護スタッフ・送迎スタッフの連携が

無駄なくかつ確実にできるよう、個々が気を付けていきたい。現在、総務課内の話し合いについてカト

レアロイヤル神戸の話が多い傾向にあるため、シャルールカトレアに関しても、日ごろより相談員が中

心となり総務課内で情報共有をしていく。 

人事面に関しては、２７年度、入職者が２名（４月）・退職者が１名（３月末）あった。２名の入職

職員は１年が経ちスキルアップも図れており、人事も安定してきたといえる。２８年度に看護職員の新

入職予定があるため、現在力を入れて取り組んでいる「リハビリ栄養」を更に充実させていきたい。ま

た、カトレアロイヤル神戸と同様に接遇面の向上に力を入れ、“選ばれる”事業所を目指す。 

 

◎相談援助部門 

現在、近隣には多くのデイサービスやデイケアがある。その中で特色を打ち出せるよう、今期は独自

のサービスとして近隣では取り入れていない介護予防に特化した自重トレーニング（リハビリ）プログ

ラム（転倒予防・姿勢改善・腰痛改善・肩こり改善・ロコモ予防の計５種類）を柱とした個別機能訓練

を開始した。そして、２８年３月からは新たな取り組みである栄養面にも着目したリハビリ栄養を開始

し、他事業所との差別化を図った。その結果、平成２８年１月に５名、２月に７名、３月には３名の新

規利用者があった。 

営業活動では近隣にあるほぼ全ての居宅介護支援事業所に、当事業所の冊子を設置していただく事が

出来た。それに伴い行事の雰囲気やレクリエーションの様子、今後のイベントの予定なども目で見える

形でケアマネジャーに伝える事が出来た。また、ホームページ上のブログにて、機能訓練の様子やリハ

ビリ栄養への取り組みの紹介を行った。しかし、まだ目標の稼働率には達成出来ていない。来期も引き

続き、年間を通しての稼働率の向上に一番に力を入れながら、特色の啓発及び定着を行う。 

 

◎介護部門 

平成２８年１月よりグループ法人の理学療法士監修による機能訓練を開始し、３月からは機能訓練と

合わせ、栄養面からのアプローチする「リハビリ栄養」も開始した。栄養の説明を行うことで利用者に

普段の生活から意識付けを行えるようにし、栄養状態の改善を支援していく。 

月１回行う行事では、制作レクの『ドングリを使ったブローチの制作』が好評であった。利用者にも

準備から手伝っていただき完成させることができた。 

今後の課題は、半日型デイサービスの時間の中で機能訓練とクラブ活動及び入浴を行っており、業務

内容が複雑になってきている。そのため、現在の職員数で機能訓練を円滑に実施するため、少しでも業

務がスムーズにおこなえるよう、入浴手順の見直しを行った。今後も利用者に満足していただけるデイ

サービスを目指し、必要に応じて業務改善を行っていく。 

 


