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社会福祉法人 まなの会 

平成 31 年度 事業報告（抜粋） 

《１》法人本部 

【総括】 

 法人設立から介護老人福祉施設やケアハウス、サ高住、デイサービスセンターなど開設してきた

が、今年度は働く職員に目を向け、より良い労働環境の整備に着手し進めてきた。具体的には、働

く職員の状況に合わせ雇用区分を細分化をし、特段、契約職員については今までの定義を大きく変

化させ11段階の区分を設定、パート職員から契約職員への移行がしやすいように就業規則を改定し

た。また職員への手当の新設や、新たに福利厚生規程を作成し、資格取得者への祝金等も新設し職

員各々のステップアップの後押しなるようにした。 

予期せぬ年度末２月からの新型コロナウイルスによる収支面、運営面での心配があるが、この未

曽有の危機的状況をグループ医療機関と連携し、一丸となり、何としてでも終息に向けて全職員で

取り組んで参りたい。 

 

《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】 

本年度稼働率は目標に対しやや届かない結果となった。細かく原因を分析し対応策を検討し目標以上

の達成に向けて取り組んでいく。開設 13 年を過ぎ、安定した現場業務や利用者の受け入れ等スムーズ

な運営が出来ているが、日々稼働率を意識して取り組むことでより安定した施設運営を目指していきた

い。職員の育成においては、法人全体でＯＪＴシステムの様式の見直しをおこないより使いやすいよう

に改善を加えた。新人育成だけでなく、中堅職員の成長につながる取り組みにしていきたい。 

近隣の保育園とのふれあい交流は、昨年度２回であったが、本年度は開催時期を早い時期に設定する

ことで３回実施することができた。 

地域で選ばれる施設となるよう引き続き努力していきたい。 

 

■年間稼働率   ９６．７％  

 

【各部署報告】 

◎総務 

 笑顔での挨拶や、立ち上がり窓口や事務所外へ出ての挨拶など丁寧な対応をこころがけた。ご面会の

際には最近のご様子などもお伝えしながらお話する事で、利用者の日常生活に事務所も関わりを持ちな

がら業務できた。レクリエーションでは、計画書を確認し前もって用意をすることで遅れず手配できた。 

修繕が増えているが、修繕手配後も業者の来所までに時間がかかる事も多いため、経過を管理し当該

ユニットへ進捗状況を伝え、修理までの期間等を伝えるよう心掛けた。 

 

◎介護 

 行事に関しては、各ユニットで行える歌や体操、かるたやジェンガなど少数人数で楽しめるレクを行

い、ユニット内の季節を感じられる飾りつけや壁面の作成、天候の良い日には短い時間であっても散歩

やドライブなど戸外の空気を感じていただいた。また、話しやすい雰囲気作りや利用者への声掛けを積
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極的に行うことにより、日常の異変や変化の早期発見 早期対応ができた。 

今年度は看取り対応の利用者の希望をかなえられるようチーム全員で話し合い、ご自宅に一時帰宅で

きるように支援できたケースもあり、本人やご家族、地元の方々に大変喜んでいただいた。 

 

◎看護 

看護職員間での情報共有を正確に行い利用者の健康管理への配慮をし、異常時の早期発見、対応に努

めた。また、ナース会議で話し合い提案することで他職種間スムーズに連携を取ることが出来た。清容、

入浴介助にも看護職員が携わることで、保清や入浴時に医療的な処置もスムーズに対応出来、安全な入

浴介助が行えるように指導もできた。インフルエンザなど感染症発生時には他職員と連携して予防対策

を徹底し感染拡大を最小限にとどめた。利用者だけでなく職員の健康管理にも気を配り早期対応を心が

けた。 

 

◎栄養 

食事形態や嗜好面など入所者の希望に沿い献立に反映した。看取り対応の方が数名おられたが、だん

だん食事が進まなくなってきている中で何ができるか、多職種で話し合い対応した。施設での様子をご

家族に話すことにより「この施設を利用してよかった」と感じていただけるように努めた。また、食事

形態の下がっている利用者の割合が増えている中、寿司バイキングでソフト寿司の種類を増やしたり、

ミキサー食でも鍋パーティーに参加できるようにするなど、行事食でも常食の人同じように参加し楽し

んでいただける工夫をした。 

 

◎相談援助 

・徐々に相談体制の周知がされつつある。対外的にも施設内部においても役割を明確化しつつも、情報

共有を密にしていくことで、迅速かつ丁寧に相談対応ができるよう体制をさらに整えていく。 

・稼働率目標に関しては昨年とほぼ同じであった。上半期は達成できていたが、下半期に入院が中・長

期になった際の退所相談について判断が遅れた。必要とする方にベッドをスムーズに利用していただ

けるよう、退所についての相談、判断を迅速に行っていく。 

 

◎介護支援専門員 

・生活機能向上連携加算対象者は 26 名となっている。施設サービス計画書にリハビリ計画書の内容を

反映している。対象者の書類作成、実施、評価は多職種で連携をはかり実施できている。今後も新規

で加算対象者があれば速やかに実施できるように体制を整えていく。 

・10 月の介護報酬改定に関する説明会は、９月に家族会で実施。参加できなかったご家族には面会時や

電話で説明し同意を得ることとした。次回の改定時にも速やかに同意がもらえる体制を整える。 

 

《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】 

退職などによる生活相談員の交代が続いたことが影響し、慌ただしい一年であったが、各リーダーが

部署をまとめ、協力しながら落ち着いて円滑に施設運営がなされ、無事に今年度も終えることが出来、

安堵している。また、秋に神戸市による監査も行われたが、大きな指摘はなく、質の高いサービス提供

が出来ているとの評価であった。これは大変喜ばしいことであり、実際にサービスを行っている職員の

励みにもなった。 
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今年度はリーダーの退職予定を控えていたことから次リーダー候補の育成に力を入れて取り組んで

きた。 

稼働率はわずかに目標に届かなかったことは残念ではあるが、収入の面では増加している。出費の面

では、経年劣化による修理を覚悟していたが、大きな修理等が想定していたより少なく抑えられた。 

 

■年間稼働率   ９６．７％ 

 

【各部署報告】 

◎総務 

人材育成については、特にリーダー候補の育成と主戦力となれる職員の育成を進めた。外部研修には、

スキルアップ研修に参加。研修でのグループ発表で優秀賞を獲得し自信につなげることが出来、また他

施設の職員と交流することで自施設を見直し学ぶところも多かった。 

地域貢献については、５月に地域住民・家族対象に「パッククッキング（災害時調理法）教室」を開

催したほか、ふれあい喫茶でのレクリエーション担当、介護予防教室にて体操講師や健康講座を担当し

た。また、地域住民対象に近隣スーパーへの買い物バス運行を担当した。 

 

◎介護 

介助・支援が多く必要な方に対して職員の目が向きがち・かける時間が多くなりがちであり、どう個々

にあわせたサービスを提供するかというところを課題としてそれぞれ目標を上げて取り組んできた。一

人一人と向き合って話をする時間を作り、必要としていることをくみ取り、不満の解消につなげてきた

結果、体調面の観察・変化に気付いて早く対応を行う、衛生面について管理・対応する、ということが

行いやすいメリットもあった。生活を楽しんで過ごしていただくために、全体行事の他に誕生月の外出

行事など個々の希望に沿った特別感のある行事の実施もした。 

 

◎看護 

①看護業務の統一②入居者の異常の早期発見・体調管理に努める③感染予防に努める、という３つを

目標としてきた。看護業務の統一については、職員が同日勤務することが少ないないことから、主に連

絡ノートを使い情報の共有に努めてきたが、対応の違いなどが発生。それが他職種との連携にも影響す

る結果となった。異常の早期発見については、限られた時間の中での状態観察および介護職員からの情

報収集をもとに必要な対応を行った。感染予防は、感染源を持ち込まないために職員の感染予防の意識

付けを行った。 

 

◎栄養管理 

①入居者の食事意欲を高める、②健康維持・増進、疾病の予防・回復を目指す、ことを目標として取

り組んだ。管理栄養士の交代もあり、入居者の食事意欲を高めるために実施していたフロアでの昼食調

理やおやつ作りが十分に実施出来なかったが、２月から再開できた。また、月ごとに計画を立てて実施

している手作りの日も通年で実施。今年度の反省を次年度に活かせるようにしたい。 

健康維持・増進、疾病の予防回復については、ケアマネジャーへの栄養情報提供書を作成し、より栄

養状態が分かるよう個別に数値提示を行い、各部署と連携しつつ対応した。 

 

◎相談援助 

①稼働率 97％②よりよいサービスの提供を目指す、ことを目標としてきた。稼働率は、年間 96.7％
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と未達成。月別でも 97％を上回ることが出来たのは５ヶ月にとどまった。入院による空床を減らすこと

が出来るかが今後課題である。 

よりよいサービスの提供については、各種委員会や会議への参加、検討事案や報告事項を逐一施設長

へ報告し、必要な指示を委員会・会議等を通じて職員へ周知されるようにした。 

 

◎介護支援 

①一人一人のニーズ・思いに添ったケアプラン作成②入居者の現状に沿ったケアの提供 という２つ

を目標とした。ケアカンファレンスへのご家族の参加を促した結果、１年間の参加者は３分の２程度と

なり昨年度と比較しても多くのご家族にご出席いただけた。プラン検討内容には、本人・ご家族の意向

をベースとして、介護職員が実際に支援する際に課題と感じていることも一緒に話し合いより良い方法

を模索している。 

現状把握については、下半期は、モニタリングの形を変更。聞き取りだけでなく、用紙を用意して介

護職員に記入してもらう方法も追加した。結果、介護職員側もプラン施行状況についてより関心を持っ

て取り組める効果が見られた。周知・実施については、ケアに当たる職員全員がプラン内容を、より把

握できることを課題として次年度取り組んでいきたい。 

 

《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】 

今年度は昨年度末の満床稼働を引き継ぎスタートした。目標稼働率（95％）は、入居者数基準の稼働

率は 93.2％と未達成ではあるが、居室数基準稼働率では 98.5％と目標を達成することはできた。調整

不足による退去から入居までの空き期間があったため、今後の課題として取り組みたい。 

また、今年度の退去者数は 17名。その内 12名のかたがグループ内の介護施設へと移られた。住宅型

施設での生活が難しくなられた入居者に対し、担当のケアマネジャーと共にその方に適した施設の情報

を提供することで、不安のない転居、転居後の生活へ引き継ぐことができ、当施設の役割を大きく果た

せたのではないかと思う。 

施設内行事は、ボランティアの慰問や、現在の職員数で可能な規模での行事を行い、入居者からは好

評であった。次年度は職員体制の強化を早期に行い、稼働率の維持・向上を目指し、入居者の楽しみに

つながる企画を多く実施できるよう取り組んでいく。 

 

■年間稼働率   ８５．３％ 

 

【各部署報告】 

◎総務 

異動等により職員の入れ替わりが多くあった。そのため、新しく入った職員が不安を抱えたままの業

務にならないように努めてきたが、定着・安定した、とは言い状況であった。入居者に関わる各居宅介

護支援事業所の介護支援専門員とは、入居者の情報を必要に応じて伝えることができており、連携取れ

ているので今後も継続していく。 

 

◎サービス提供部門 

日々の安否確認や病院付添時に入居者と話した内容で、共有しておいた方が良い情報等については関

係事業所に伝えることができており、問題の早期解決につながった。毎月行う行事では、多くの入居者
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に参加いただけるように声かけ等工夫を行っており、毎回 30 名近くの方の参加があった。 

 

◎相談援助 

入居希望者の問合せ、見学対応は毎回丁寧に行うことを意識し、今の状態を聞き取る中で住宅型の施

設よりも介護型が良いと思われる時にはその旨説明し、紹介している。待機していただいている方の状

況確認も随時行い、退去があればスムーズに待機者へ案内できた。 

 

《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】 

今年度は、前年度に比べ利用者数がさらに増え、稼働率 75％を維持することができた。あんしんすこ

やかセンターや居宅介護支援事業所からの新規利用の問い合わせも毎月平均して３～４件あり、体験利

用が継続利用に結び付き利用者の増加につながった。半日型のデイサービスという提供スタイルが、利

用者自身にとってもサービス利用を検討する上で気軽に利用を検討できる要素の一つになっていると

思われる。 

稼働率が目標値を達成できたことについては、職員一人一人が努力している成果が結び付いている結

果だと思われる。次年度も引き続き情報共有に努め、より魅力あるデイサービスになれるよう、取り組

んでいく。 

  

■年間稼働率   ７９．８％  

 

【各部署報告】 

◎介護 

 充実した職員配置の数とは言えないが、職員間のコミュニケーションはしっかりと取れるようになっ

てきた。年度末には新型コロナウイルスの影響もあったが、利用者数は思っているよりは減らなかった。

今後もコロナウイルスへの対応が必要な状況は続くと考えられるが、一致団結してご利用者の安全と安

心を第一に介護を行っていく。 

 

◎看護 

利用者の状況把握に努め、異常の早期発見、感染症対策に取り組んだ。看護職員をはじめ、サービス

を提供する関係事業所、多職種との情報を共有し適切な対応を行った。機能訓練では、在宅での生活が

続けられるように、利用者・ご家族に働きかけ、個別のメニューを作成し実施した。 

 

◎相談援助 

毎月平均して３件以上体験利用を利用していただき、半数以上が利用につながった。現在ほぼ定員に

近い利用登録をしていただいている。入院等で長期にお休みになっている方の状況把握もできる限り行

い、利用が再開できるようになった際にはスムーズに利用していただくことができるように調整した。

今後も更に新規の利用者を増やすことができるよう居宅介護支援事業所への情報提供を継続していく。 

 

《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 
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【総括】 

開設３年度目に当たり、特養部門についてはいよいよ９月に短期入所生活介護部門（ショートステイ）

を開設し、全体的な数字も目標に近づいてきた。年度末に新型コロナウイルスの影響を受けるも何とか

最小限に抑えることが出来ている。 

人材育成については各部門長を中心に組織化も構築されつつあるが、それに続くリーダー格の育成を

十分に行うことが出来なかった。自主性を重んじながらも、事業所内でのリーダー像を明確に示し、や

る気のある人物の登用を積極的に行っていきたいと考える。 

地域貢献については開設当初から特に力を入れている部分で、最近は近隣住民への当事業所の認知度

もかなり高いものと推測する。カフェ利用者からの入所相談、人を介しての紹介事案等も増えている。 

引き続き社会資源を上手に活用しながら地域の一員として事業所運営を展開して参りたい。 

 

■年間稼働率   ７８．７％ 

 

【各部署報告】 

◎総務 

①施設環境整備を行う…施設で購入した物品は事務で管理を行い、不要な供出にならないようにし

た。施設備品を一層丁寧に使用するよう努めた。 

②外部からの菌を持ち込まないように消毒を励行する…面会時の手指消毒の励行ができた。あわせて

体調の優れない方は面会を遠慮いただくよう周知に努めた。特に下半期は、ノロウイルスや新型コ

ロナウイルスと感染症対策に迅速に対応できた。 

③利用料や小口金の管理を適切に行う…金銭での間違いや大きなトラブルはなかった。翌日の業務に

支障がないように翌日勤務者に引継ぎを行い継続出来た。 

④電話の応対について…丁寧で明確な受け答えをするように心掛け、実施できた。施設内連絡や職員

との電話連絡についても敬語を使用するよう心掛け実施できた。 

⑤情報収集と周知活動…新しい情報の収集に努め、必要な情報を入所者や家族に提供できた。また、

施設連絡用紙に行事等の写真をＷＥＢ活用（ＱＲコード作成）し配布する試みを実施出来た。 

⑥ホームページの活用…ホームページのブログを、一週間に１本以上は必ず発信した。また、新型コ

ロナウイルスの影響による面会制限中は、ほぼ１日１本発信しご家族に安心を届けるよう努め実施

継続出来ている。 

⑦マニュアル・書類の整備を行う…新年号に代るにあたり書類の書式の見直しを行った。消費税の変

更にあたり金額の確認を行った。 

 

◎介護 

「入所者おひとりおひとりに合った日々の暮らしかたを考える」を目標として取り組んだ。24Ｈシー

トを使用し、全スタッフに研修を実施、シート作成を居室担当者中心に取り組んだが、入所者や居室担

当者の変更が多く、完成まで至らなかった。見守り支援機器を活用した個別支援を実践するため、ユニ

ット会議を通し意識改革を行った。 

 

◎看護 

健康診断の結果より、栄養状態の見直し、食事内容の変更、ご家族からの補食の協力が出来ているが、

栄養状態の改善にまだまだつながっていない。今後も経口栄養剤の利用等、施設医と相談し導入を進め

ていく。排便コントロールに対して、薬に頼らない排便コントロールを心がけ、個々にあった水分量を
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全職員で周知し、自然排便を促していく。外部医療機関への受診は、本人の状態や医師の指示に応じて

速やかに行い、また受診の結果や状態報告についても、ご家族に分かりやすく伝える事ができている。 

12 月中旬に、インフルエンザの施設内感染があり、罹患者がでた。徹底した予防策を講じ、その後発

症することなく 12 月末には収束となった。予防接種の時期、入所者、職員の健康管理の強化に今後も

務めていく。２月にノロウイルス感染症に２人罹患、感染対策により集団感染を引き起こす事はなかっ

た。マニュアルの見直し、ビージア水の手指消毒、噴霧の徹底ができた。 

機能訓練に対し介入が出来ていないところがあった。ＰＴ・ＳＴと連携を取り、計画書にもとづき機

能低下、維持に努めていく。 

 

◎栄養 

個人の体調や状態の変化に合わせて食事量や食形態の調整を行い、無理のない食事ができるようにし

た。創立記念にはお祝い献立、その他選択食、ご当地グルメ、季節や行事に合った食事・食材を提供し、

季節を感じながら楽しんでいただいた。新年会では鍋を囲み、餅つきでは出来る限り本物の餅を提供、

家庭での食事により近い状態で楽しめるよう工夫した。ユニットでの調理では、匂いや音を楽しみなが

ら、出来たての食事を召し上がっていただくことで、料理への期待を高め食欲増加につなげた。また、

屋上を利用し外の空気に触れながらの調理やご家族参加の食事会を開催し好評であった。 

入所者の様子観察と記録を行い介護支援専門員と協力し、個人の状態に合わせた栄養ケア計画を作

成、計画が実施できる方法を検討した。他部署と協力して栄養改善に取り組んだ。 

災害を想定した食事作りを職員の訓練として年２回行い、同時に入所者にも災害時の食事を体験して

いただいた。備蓄食の保管は災害時でも取りやすいよう、置き場を工夫した。さらに献立名と日付を記

載することで、分かりやすくした。 

こまめな連絡や給食会議等を利用して情報の共有を行うことで他職種や委託会社と連携し、より良い

食環境を提供できるように努めた。 

 

◎相談援助 

入所前の面談で可能な限り、利用者の生活歴をご家族から聞きケアに反映出来るように努めた。短期

入所では、利用終了すれば自宅に帰られるということを全員で共有し、施設での生活（時間配分）では

なく、各々の生活スタイルに合わせた起床時間、就寝時間を考え対応している。 

年間目標に対して、４％も届かない結果となった。上半期では、退所から新規受け入れまでの空白の

期間が長くなりすぎた。下半期は、入院が長引いた際の空床利用受け入れに至らなかった。しかし、退

所から新規受け入れは、短期入所を開設したことにより、スムーズに短期入所から入所へと移行できた。

今年度の反省を生かし、来年度は入所・短期入所ともに目標を達成できるよう取り組んでいく。 

 

◎介護支援 

ケアマネジメントの流れ、アセスメント⇒モニタリング⇒担当者会議（施設）⇒施設サービス計画書

⇒実務（３か月）は実践出来ている。しかし、全職員がケアプランの重要性、協議する内容や意義を理

解出来ているとは言えない。次年度の課題とする。 

 

《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】 

人材育成の面で停滞気味である。雇用の確保のみで手一杯で育成にまで至っていないのが現実であ
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る。しかしながらケアハウス独自の新たな企画の提案が顕著に増え、スタッフの成長も見られた。次年

度以降は各々個人の能力に任せる運営ではなく、各職種協働して同じ方向性を共有し、入居者の生活の

フォローができるよう、主任生活相談員を中心に行って欲しい。 

年度内に何とか３ユニット目を開けることが出来たが、年度内満床の計画は達成することが出来なか

った。来期早々にはケアハウス部門の満床稼働を必須目標としたい。 

 

■年間稼働率   ５５．５％ 

 

【各部署報告】 

◎総務 

上半期中に４人の職員が退職。入職してから早期に退職した職員もいたため、施設全体で一人一人の

職員への細かな配慮を、今後より意識をしていきたい。朝礼時、報告事項以外にさまざまな取り組みを

行い、毎朝内容を少しずつ変えながら皆で笑顔になることができた。今後も継続していく。 

ブログを定期的に更新することができている。３月からは面会規制にも配慮し、ほぼ毎日更新を継続

している。ご家族様からも好評の声をいただいている。 

鈴蘭台地区の９施設で構成される「すずらん会」、地域の「巡回買い物バス」、毎月当施設で開催され

る「カトレアカフェ」、北区福祉教育プロジェクト、あんしんすこやかセンター主催の「地域ケア会議」

などに参加することができた。地域の方々から声をかけていただき、知っていただくことができている。 

 

◎介護 

睡眠データを基に睡眠の浅い方を確認、その方に対しての取り組みを行い睡眠状況の改善はできた

が、照明器具まで活用することはできなかったため、今後の課題としていく。 

外出希望のアンケートに結果を反映した企画・実施ができた。その他にも年間定例の行事は実施でき

た。行事・イベントの充実を図り、行事委員会以外の時間にも職員同士で話し合い実施できた。 

クラブ活動が発足できるように考え、準備を進めた。早い時期での開始を目指す。 

ご家族の協力のもと、各居室トイレ内に排泄ケア用品を設置し、居室内での排泄ケアを完結すること

ができた。各居室担当職員が少しずつではあるが環境整備に対して意識し実施することができた。しか

し、細かな面ではまだ至らない点はあるため、今後さらに高い意識を持ち実施できるようにする。 

 

◎看護 

健康診断の結果より、栄養状態の見直し、食事内容の変更、ご家族からの補食の協力が出来ているが、

栄養状態の改善にまだまだつながっていない。今後も経口栄養剤の利用等、施設医と相談し導入を進め

ていく。排便コントロールに対して、薬に頼らない排便コントロールを心がけ、個々にあった水分量を

全職員で周知し、自然排便を促していく。外部医療機関への受診は、本人の状態や医師の指示に応じて

速やかに行い、また受診の結果や状態報告についても、ご家族に分かりやすく伝える事ができている。 

12 月中旬に、インフルエンザの施設内感染があり、罹患者がでた。徹底した予防策を講じ、その後

発症することなく 12 月末には収束となった。予防接種の時期、入所者、職員の健康管理の強化に今後

も務めていく。２月にノロウイルス感染症に２人罹患、感染対策により集団感染を引き起こす事はなか

った。マニュアルの見直し、ビージア水の手指消毒、噴霧の徹底ができた。 

機能訓練に対し介入が出来ていないところがあった。ＰＴ・ＳＴと連携を取り、計画書にもとづき機

能低下、維持に努めていく。 
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◎栄養部門 

個人の体調や状態の変化に合わせて食事量や食形態の調整を行い、無理のない食事ができるようにし

た。創立記念にはお祝い献立、その他選択食、ご当地グルメ、季節や行事に合った食事・食材を提供し、

季節を感じながら楽しんでいただいた。新年会では鍋を囲み、餅つきでは出来る限り本物の餅を提供、

家庭での食事により近い状態で楽しめるよう工夫した。ユニットでの調理では、匂いや音を楽しみなが

ら、出来たての食事を召し上がっていただくことで、料理への期待を高め食欲増加につなげた。また、

屋上を利用し外の空気に触れながらの調理やご家族参加の食事会を開催し好評であった。 

入居者の様子観察と記録を行い介護支援専門員と協力し、個人の状態に合わせた栄養ケア計画を作

成、計画が実施できる方法を検討した。他部署と協力して栄養改善に取り組んだ。 

災害を想定した食事作りを職員の訓練として年２回行い、同時に入所者にも災害時の食事を体験して

いただいた。備蓄食の保管は災害時でも取りやすいよう、置き場を工夫した。さらに献立名と日付を記

載することで、分かりやすくした。 

こまめな連絡や給食会議等を利用して情報の共有を行うことで他職種や委託会社と連携し、より良い

食環境を提供できるように努めた。 

 

◎相談援助 

電話、見学等での問い合わせに丁寧に説明することにより、新入居獲得につながり今年度 13 名の方

が新規入居された。グループ内の病院、老健、居宅へ情報を常に発信し、今年度７名の入居はその紹介

からのもの。近隣のあんしんすこやかセンター、居宅介護支援事業所、医療機関からの紹介も増えてき

ており、今後も密に連絡を行うことで継続した紹介をいただけるよう努める。 

職員数に合わせた入居者の確保は行えたが、30 名満床には程遠い数字となった。しかし、３月によ

うやく３ユニット目をオープンすることができた。このまま来年度上半期中には必ず 30 名満床を達成

したい。 

 

◎介護支援 

入居者やご家族と直接コミュニケーションを多く取り、また介護・看護職員との話し合いの中などで

も得た情報等をケアプランに反映するようにした。多職種でケアプランに基づいたケアの統一がまだ十

分ではないため、全員に周知できる方法を考え実践していく。サービス担当者会議にはできるだけご家

族に出席いただけるよう調整し、入居者、ご家族の意見を多職種が直接お聞きし、ご家族にもそれぞれ

の職種がどう関わっているかを知ってもらうことができた。 

 


