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社会福祉法人 空心福祉会 

＜法人理念＞ 

「かたよらない心 こだわらない心 とらわれない心」 

 

＜福祉サービス方針＞ 

社会福祉法人 空心福祉会は「かたよらない心 こだわらない心 とらわ

れない心」を法人理念とし、地域社会に対し安心・安全と満足感のある

福祉サービス提供を行う。 

 

＜基本方針＞ 

超高齢社会の到来に対し、我が法人においては、既存事業の機能強化と特質化を図

り、ニーズの多様化に対応するサービスを包括的に展開する。また、地域への働きか

けを重視し、各サービス拠点が地域福祉の中心的役割を果たす。 

 

＜年度重点取組課題＞ 

・中長期計画「未来 Vision」の実現に向け、更に利用者ニーズと地域ニーズを敏感に反映した多

用なサービス展開が必要であり、在宅と施設を繋ぐサービス提供の充実を鑑み、“にれの木園”，

“晴風”，“えるむ”の 3 施設が地域の拠点施設として個々の特性を活かし、その役割を果たし

ていけるよう取り組む。また、地域連携支援部を基軸として、地域とつながり、より地域に求

められる活動に取り組む。2017 年度社会福祉法改正に伴う、法人組織体制の前進的変革による

成果を出せるよう取り組む。 

＜評価＞ 

中長期計画「未来ビジョン」の達成の実現に向け取組を進めているが、人材不足に苦慮す

る状況が続いている。3 施設とも人材不足により完全稼働させることができなかったことは

経営に大きく響いている。慢性的な人材不足に対する取組を更に強化しなければならない。

公益事業として、支援部による認知症の人と家族、地域の人々が集うことができる 認知症カ

フェ“空と心の Café”を開設することができたことは、今後地域に求められる法人としての

役割を果たす新たなコンテンツとなったと考える。 

 

・法人本部は財務管理，労務管理等の役割を適正化し、組織体制をより盤石たるものとする為に、

各事業所の円滑な事業展開のバックアップ体制を整える。今年度は、業務の ICT化を推し進め、

業務効率を高めることにより、労働環境の改善を行う。また、福利厚生の充実による魅力ある

職場環境作りを展開していく。 

＜評価＞ 

   会計ソフトを確実に活用することで、適正な財務管理を行えた。生活支援記録等現場記録

の ICT 化への移行は費用対効果を優先し、次年度以降に行うこととなった。しかしながら、

これにより法人独自フォーマットの効率的見直しを進めることができた。福利厚生の更なる

充実として、「リフレッシュ休暇規則」を 2018 年 4 月施行に向け準備した。 
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・QMS の ISO9001:2015 版への移行を進め、これを契機に ST への浸透を促進し、円滑な事業の

経営継続に努め、安心・安全と共に信頼ある質の高いサービスを提供する。 

＜評価＞ 

   移行の検討を進めたが、結果として ISO9001 から離脱することを決定した。いままで ISO

から学んだことを軸に法人独自の QMS を構築し、安心・安全な質の高いサービスの提供を

目指すこととした。 

 

・人材育成に力点を置き、高い理想とプロ意識を持った ST の育成を行う。質の高いサービス提

供の実現のため、積極的に外部研修等へ派遣，斡旋、及び内部の研修等を実施し、研鑽の機会

を与える。今年度は、特に権利擁護に力点を置き、計画する。 

＜評価＞ 

   例年同様に人材育成委員会，部所毎の内部研修を開催し、外部派遣研修に派遣した。また、

自己啓発の SDS 制度活用を奨励し、その評価を人事考課に反映させ、人材育成等“人づくり”

に取り組むことができた。 

 

・円滑な運営を支える人材確保のため、幅広い求人活動，HP・SNS 等様々な手法を活用した PR

活動，ブランディングを展開し、人材確保を推進する。 

＜評価＞ 

   福祉職場の人材不足は全国的であり、人材確保は難しい状況にある。HP，SNS をはじめ

として、求人サイト，地域情報誌，コミュニティ FM 等、様々な手法で人材確保策を展開し

た。また、外国人技能実習制度による介護人材確保準備のため行動した。 

 

・社会福祉法人として地域貢献を果たすべく、福祉相談，各関係機関との連携，公民館活動やサ

ロン活動等社会資源を活用したソーシャルワークを、地域連携支援部を中核に展開する。また、

施設が持つ設備・機能の地域開放による在宅生活者支援を行う。 

＜評価＞ 

3 月より公益活動拠点名を‟空心福祉会エスコートベース“と命名し、周知，啓発活動を実

施した。総合相談窓口の他、講演活動，認知症 Café 活動等を担い、例年よりアウトリーチの

よるソーシャルワーク活動を展開できた。 

施設が持つ設備・機能を地域に還元するため、新聞紙上による広報を行った。結果、C ホ

ールは通年の福知山市一般介護予防事業“健幸いきいき倶楽部”への貸し出しの他、晴風，

えるむにおいて実績があった。 
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高齢者複合福祉施設 にれの木園 

 

＜施設理念＞ 

おかげ様と互いに“心”が伝わる暮らし 

 

 

特別養護老人ホーム にれの木園 

（にれの木園 ショートステイ） 

＜活動実績・評価(年度目標達成度)＞ 

1.年間稼働率 90％以上を目指し、85％以下にならないようにする。 

＜稼働率＞                                                              （%） 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

率 86.9 86.8 86.5 86.0 85.7 85.2 84.9 84.2 84.0 83.5 83.8 82.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年間稼働率 83.7％となり、目標は達成できなかった。4-5 月初旬＝44 床，5 月初旬-12 月＝

43 床，1-3 月＝42 床での稼働となるが、空床期間が最大 98 日の月もあり、総空床数 377 床

となった。長期間の空床となった原因は、10-12 月で長期間の入院者が重なり、また、稼働

床数調整や入居予定者の体調不良等で入居日が長期間延期になる等もあり、期間を短縮する

事ができなかった。 

1-①･6 件/y の退居があったが、退居後 7 日以内に入居できたケースは 2 月の 1 件のみであっ

た。入居決定者の体調不良により入居日延期等やむを得ない理由のケースもあったが、

全体的に事前の準備が不足していた。 

1-②･S 会に合わせて、担当 CW からのコメント作成はできたが、全ケースに対して「アセス

メントシート」を確認した上での参加はできておらず、多職種の出席率も低かった為、S

会内での検討の頻度も低かった。1 月以降は可能な限り他職種参加での S 会設定ができ

るようになり、検討した内容を「アセスメントシート」に追記，変更ができたケースも

あった。また、朝 M や CW 会等での検討時に意見交換や気付きもあり、随時の変更も 

   できるようになってきた。 

1-③･1 月にインフルエンザ罹患者、入居者 5 名，ST4 名が発生したが、早期対応にて大きく

特養　月間稼働率

82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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拡大する事なく終息できた。 

・食事前の手洗い及び手指消毒は 1 月中旬までほぼ取り組めておらず、ST によって差異が

ある状況であった。また、手洗い場の修繕が遅れており、実際に手洗いをしてもらえる場

所も制限されていた。1 月 CW 会にて実施方法，手洗い実施可の対象者をリスト Up し、

洗面台での手洗いが困難な利用者以外はほぼ実施できるようになり、利用者自ら手洗いに

行かれる姿も見られるようになった。ただ、朝食前，おやつ前や全介助者への支援や当日

L の声掛けも不十分な為、今後も継続した取組が必要である。 

換気，加湿に対しての取組も未実施であった為、同様に 1 月 CW 会にて湿度保持の方法

検討，再確認を行い、AM 中に確実に濡れタオルの設置や排泄交換時の霧吹きを行い、昼

食時間に換気をする等の対応を開始したが、2 月下旬より準個室化の工事開始に伴い、対

応が十分にできない状態となった。しかし、1月中旬に加湿器 3台を購入できた事により、

廊下，ホール，食堂等の湿度保持が可能となった。ただ、換気については随時実施の為、

方法，時間等確実な実施が今後の課題である。 

        08 月：白癬症の症状及び対応方法（趾間の乾燥方法等） 

     11 月：腸管出血性大腸菌感染症 対応方法実技 

2.入居者と関わりの時間を持ち、生き生きとした日常生活を支えるサービス提供の為に、サービ

スの質を向上させる。 

 ・毎日の利用者への朝礼時や入浴後の時間を利用してレクリエーション，各行事時等では入居

者との関わりの時間を持つ事はできた。しかし、レク等に参加可能な方が中心であった点や、

取組内容についても徹底できなかった為、質を向上させるまでには至らなかった。 

2-①･上半期未実施のまま経過し、下半期早期に「ケアチェックシート」を作成し実施する計画

となっていたが、感染症対応，準個室化工事の対応等で安定した業務を行うことが困難な

日々が続き、結果チェックシートも完成できないままとなってしまった。ケア方法や声掛

けの仕方等についても部長含め互いに注意指導する姿は見られていた。しかし、慣れによ

り気づき力の低下も感じられた為、今後は他者の目を活用した取組も必要と感じる。 

2-②・朝 M での誕生日者の伝達はでき、お祝いの言葉を伝える関わり等はできていたが、当事

者のニーズを確認し企画をするという取組に対する全体の理解も不十分だった為実施で

きなかった。 

2-③･NLC の促しも弱く、また各 ST の認識も低かった為 NL スタンダード試験の受験者数を増

やせず、スライディングシートの所持者も 4 名に留まった。（18.3 末現在） 

   また、スライディングボードについても、アームサポートが可動しないタイプの車イス使

用者が多い為、対象者が決まらず活用ができなかった。今後も継続した促しと指導、及び

活用方法の検討等が必要である。 

2-④・7 月実施予定分が準備不足により 8 月実施となった以外は、予定通り 7 回実施できた。 

   ただし、1 ヵ月後の各会議体での有効性の確認については、各会議管理者も把握不十分

により実施できておらず、記録も残せていなかった。年度初めの再確認等が必要だった。 

 2-⑤・記録の電子化は見送りとなり、現行の記録方法を継続実施となっている。「生活支援記録」

へ記録内容が V/S チェックのみのケースもあり、CP のモニタリングとなる記録が殆ど
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残されていない状態の為、継続したチェックと指導が必要である。 

（CW） 

3.「24 シート」を活用し、入居者個々のニーズに沿った支援を行う。 

・1 月から「24 シート」を含む CP 作成の指示となっていたが、準備段階からうまく進める事

ができず、完成できたケースはなかった。また、各入居者のニーズ，デマンドの情報収集，

把握も不十分な為、連携し早急に完成させていきたい。 

  3-①・取組が遅れ、また促しも不十分だった事もあり、各 CW への指導の時間が取れず「24

シート」が完成したケースは 0 件のままとなった。次年度 4 月中に各担当ケース分を作

成させ、随時更新していけるシステムを作る。 

  3-②・レク時や日常生活の中での関わりで得た反応や変化は、ST 同士で口頭での申し送りや

会話等でも共有しているが、「生活支援記録」に記録として残すことができていない。

また、CP の全項目に対するモニタリングを残すという取組については、1 月確認時点

で CW が認識できていないことが分かった。また、残せている記録はほぼ V/S チェッ

クのみのケースもある為、ADL 含め入居者の変化を確認できる記録とはなっていない

状態である。次年度に向け、CP とリンクした記録方法について指導が必要である。 

  3-③・好みやニーズの把握をする為の動きは殆どの CW が取り組めておらず、記録もなかった。 

    ・S 会時においても、CW から好みの物等の再確認やニーズの聞き取り等は少なく、結

果として取組内容やモニタリングも残せていなかった。 

        ・各入居者への支援状況については、CW 会内で確認の場は持ち記録も残せていたが、

件数としては少なく、また、以降の支援状況や達成状況等の確認はできていなかった。 

 3-④･毎月 CW 会にて、L より事前指示にて担当者を指名し、資料準備，説明までを行い下記

内容について情報共有の場とした。資料は全 CW に配布し、会議録にも実施記録として

残せた。ただし、実際のケアで実践に繋がったという結果は残せなかった。 

04月 ベッドからの起き上がりの〇と× 10 月 「食べたい」と感じて頂く食事 

05月 移動・移乗介助の〇と× 11 月 認知症の人と接する時の心構え 

06月 認知症は治る 12 月 おむつ交換 

07月 在宅での認知症事例 01 月 非言語コミュニケーションの重要性，回

想法等コミュニケーションでの有効性 

08月 着脱介助について 02 月 施設・事業所でできるインフルエンザへ

の対応方法 

09月 介護現場のニオイ問題 03 月 ST 体制により実施せず 

（NS） 

4.専門職としての知識を向上させ、日々のケアに繋げる。 

 ・NS 会内で、各月担当 NS が勉強会を開催し、専門職としての内容を取り入れる事で知識向上

に繋がった。勉強会の内容を意見交換，情報共有し、CW へも伝達する事により共に成果を

得る取組もできた。 

4-①・毎月の NS 会で担当 NS が勉強会を開催した。※下記表中参照 

      ・勉強会の内容を実践し評価できたのは 2 件のみであった。 

（5 月：クランべリージュースによる尿臭対策・1 月：水分 1,500ml 接種で認知症を改善） 
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04 月 失禁患者の予防的スキンケア 10 月 歯あわせ健口体操     

05 月 クランべリージュースによる尿臭対策 11 月 手洗い方法と手指消毒 

06 月 類天疱瘡 12 月 大動脈解離 

07 月 尿路結石を防ぐには 01 月 水分 1,500ml摂取で認知症を改善 

08 月 尿管ステント 02 月 嚥下体操 

09 月 爪白癬 03 月 急性腎不全 

4-②・入居者の身体変化については、朝 M で伝達し他職種とケアに対する協議もできた。また

Hp からの退院の際は、事前に入居者の状態を各 ST が周知し情報共有する為に受け入れ

態勢を整えるよう働きかけた。TC 実践では身体的ケアにおいては管理（ハルンカテーテ

ルや処置等）できたが、精神的ケアについては本人，家族と ST 間での思いが通じ合え

ないまま終結となったケースもあり課題が残った。今後は、本人，家族の TC 期に対す

る受入れ状況や思いを理解，把握をし、全 ST が共通認識した上でケアを実践していく

必要がある。 

（SW） 

5.モニタリングやアセスメントに基づいた根拠あるケアの実施を支援し、利用者ニーズに沿った

ケアの実現に向けてサポートを行う。 

・アセスメント情報に基づいた入居者個々の現状に即した内容でのCP作成をしたことにより、

日々の支援にリンクしたものとはなっていたが、ニーズや達成度を把握するにはモニタリン

グの内容は薄く、次の目標設定に繋げられたケースは少なかった。 

5-①・モニタリング抜けが継続している CW が数名あり、全項目のモニタリングの実施が必要

との認識も全体的に薄かった。また随時の各 CW へのレクチャーも十分ではなかった。 

5-②・入居者の状態変化等によりアセスメントの変更があった場合には、朝 M や介護日誌等

を通じ各 ST へ伝達し情報共有を行ったが、S 会時に再確認をするという流れが作れて

おらず、会議での更新に繋がったケースは少なかった。 

5-③・上半期は多職種参加での S 会開催ができなかったが、照会依頼含め各職種に参加しても

らえるよう促しをし、下半期は徐々に多職種参加型となってきた。ただ、それぞれから

の現状伝達のみとなっている為、もっと積極的な意見交換ができる会議になるよう進行

していく必要がある。 

5-④・「生活支援記録」への詳細な記録や SW 会内での報告により、各行事等の成功の度合い

や利用者の反応等も知る事ができた。また、課題等の意見は行事担当者にフィードバッ

クもできたが、行事報告書に上がってこなかった時もあり、全体で共有できているかの

確認が必要である。 

〔にれの木園 SS〕 

6.年間稼働率 35％以上※除退所 30％以上※除退所／含空床を目指し、25％以下※除退所 23.5％以

下※除退所／含空床にならないよう管理する。 

・SS 年間稼働率 21.8%※除退所 19.8%※除退所/含空床(18.3 末現在)となった。また稼働率Ⅰ，

Ⅱ共に最低目標をクリアできた月は 4m/ｙのみとなり、目標達成できなかった。 
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＜SS 稼働率Ⅰ（除退所）稼働率Ⅱ（除退所／含空床）＞                     （%） 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Ⅰ 14.3 20.3 18.7 26.1 26.8 24.8 21.9 20.3 23.2 13.2 30.0 28.4 

Ⅱ 13.6 19.1 18.7 24.2 24.9 21.4 20.3 15.3 20.2 10.5 29.4 26.5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  6-①・空床も多い状況を前提に 3 床ベースでの稼働だったが、Ave.3.0 以上を超えた月は 4ｍ

のみであり、3 ヵ月前の予約調整以降、空きがあっても各事業所に伝え調整をするとい

う動きができていなかった。特に入退院，入退居が続き多くの空床が出た 9 月-12 月も

調整に動けておらず稼働率を上げる事ができなかった。 

  6-②・各事業所から日程予約のみあり、以降申込書類等の預りが無いままのケースに対し確認

を取らず、結果利用に繋がっていないケースも数件あった。こまめに各居宅介護支援事

業所と連絡を重ねる事で、2 月以降新規申し込み依頼が続いている為、次年度に繋げ、

稼働率 Up を図りたい。支援部からの情報で SS 利用に繋がったケースはなかった。 

7.利用者、家族とのコミュニケーションを円滑に図り、クレーム 0 件を目指し、より良いサービ

ス提供に繋げる。 

・4 件のクレームあり、目標達成できなかった。※下記内容参照 

17.5.16 前日退所者の P トイレの清掃，片付けができていなかった。 

17.9.27 退所時に車イスの清掃ができていないと連絡を受けた。 

18.1.16 事前連絡時の迎え時間を SS 送迎表への変更入力ができておらず、予定

よりも早い迎えとなった。 

18.3.7 他利用者の靴下を退所荷物に入れ間違えた。 

それぞれに是正処置内容を決め、繰り返しのミスが無いよう対応しているが、今後も互いに

注意し引き継いでいく必要がある。 

7-①・前日夕方までに事前連絡を取り、夕 M 時には状態変化及び家族からの要望等は必要部

所に伝え、準備をした上で受け入れをする事ができた。また、担当 CM とも連携し、

利用中の変化等を情報共有する事もできた。 

7-②・作成する CW により、記録量，内容に差があり、家族が読みたいと思える連絡帳にな

っているとは言えない。家族が何を知りたいのか、逆に施設の取組等含めアピールす

るにはどのように記載すればよいのか等、訓練していく必要がある。 

 

SS　月間稼働率
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＜その他＞ 

・救急搬送：2 件 

・行政報告(事故)：0 件 

：行政報告事故は無かったが、同様の入居者の転倒が続いている，原因不明の内出血が多発し

ている等、確実な是正処置及び対応により防止できているとはいえない状況である。12 月よ

り朝 M 等でタイムリーに是正検討を実施するようになり事故件数も減少傾向ではあるが、徹

底した継続対応ができていない為次年度も継続した取組が必要である。 

・菜園計画 

 ：ゴーヤ，大根，玉ねぎ，じゃが芋，さつま芋，チューリップ，あさがお 

  畑は用務員に苗の購入から任せてしまっており、利用者に関わってもらう支援ができなかっ

た。また、中庭のプランターについても、計画段階から全体での取組ができていなかった為、

次年度は計画的に実施していく必要がある。 

・物品破損 

 ：老朽化によるものもあるが、多くの物品破損がでている。また、なぜ，いつからか不明な破

損も多い為、備品管理も業務の一つであり利用者へのサービスに必要な物であるとの認識を

持つ必要がある。 

・水道光熱費 

 ：水道代が大幅に Up した月(1-2 月)があったが、翌月検針時には通常利用量に戻っていた。老

朽化した中間浴槽等からの継続した水漏れ等もある為、互いに留意して随時に確認をしてい

く必要がある。電気代等については、総務部が中心となり AC 等の無駄な使用がないか毎日

チェックに回る等の対応も継続できた。 

＜来年度への課題＞ 

・ST 数及びそれぞれの力量を把握した上で、最大受入床数を決め、常に稼働率を意識した入居，

SS の調整を行う必要がある。 

・手洗い，換気等今年度対応が不十分だった点に対し、早期に実施方法を決め徹底した対応にて

確実な感染予防を行っていく必要がある。 

・事故発生時の是正検討は多職種にて検討できているが、その是正内容への対応が継続実施でき

ていない。気づき含め互いに注意し合う環境を作る必要がある。 

・今年度未実施に終わったケアチェックを確実に実施し、全 CW が接遇含め正しい方法でのサー

ビス提供ができるよう確認，指導を継続していく必要がある。 

・上半期中に全 CW が NL スタンダード試験に合格し、スライディングシート等を使いこなせる

状態にならなければならない。 

・CP とリンクした支援を行い、日々の経過が明確に分かる記録が残せるよう確実な記録 R と随

時の指導が必要である。 

（SW） 

・「アセスメントシート」，「CP」の確実な管理を行い、更に他職種との連携を深め、互いの意見

交換の場を持つ為にも、記録の充実化も図っていく必要がある。 
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（NS） 

・今年度は感染症(疥癬症・インフルエンザ B 型)罹患者が発生した。感染拡大には至らなかった

が、全 ST が感染症対策を徹底できたとはいえない為、次年度は感染症の発生に備え、対応方

法を周知，徹底できるよう取り組んでいく必要がある。 

〔にれの木園 SS〕 

・荷物チェック時だけでなく、日々の対応時も常に SS 利用者の荷物，衣類に留意し、返却忘れ

を無くせるよう取り組まなければならない。 

・特養空床時に即対応ができるよう、各居宅介護支援事業所と常にこまめな連携を図っていく必

要がある。 

 

にれの木園 デイサービスセンター 

事業報告 

 

＜活動実績・評価(年度目標達成度)＞ 

1. 安定した稼働を目指す為に、Ave11.5 名以上／d を目指す。 

  ・月の平均利用者数は前年度より 14名程度増し 0.4％Upしたが結果目標達成できなかった。

原因として 9-1 月に複数回の利用者が体調不良により休まれたこと含め、入院等の利用休止

が多くあった為であった。新規利用者 5 名獲得し曜日追加利用者は 10 名の複数回利用に繋

げられた。他の問い合わせもあったが、1 日受入数(曜日)等の関係で受入できないケースも

あった。 

 

  ※2017 年度実績：Ave10.6 人/日 開所日数 312 日 延人数 3,317 人（2017.4-2018.3） 

0.0

10.0
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1日利用者平均
2016年 2017年

    

各月開所日数                                  （日） 

 月 4  5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

開所日数 25 27 26 26 27 26 26 26 26 26 24 27 312  

各月 1 日利用 Ave                      （人） 

月  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 

利用数 Ave 11.0  10.9  10.9  10.5  10.6  10.1  9.9  10.6  11.3  10.1  10.4  11.2 10.6 
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1-①・稼働状況に応じ、各地域包括支援センター，居宅介護支援事業所へ随時空き状況を伝

え、新規利用者の獲得や利用回数増に向け広報した。結果新規利用者 5 名と，利用曜

日追加者 10 名を獲得できた。また S 会等を活用し居宅 CM に PR することで新規利

用の調整を図れた。(センター見学対応 4 件) 

1-②・稼働状況に応じて、入院者，保留者の利用再開や利用回数増の相談を本人，家族，各

居宅介護支援事業所と連携を図り調整できた(16 件)。また入院中や退院後に訪問し，

状況確認を行った。訪問ができない場合は担当 CM や家族へ確認し、利用再開に繋げ

る事ができた。 

1-③・施設の理美容利用，受診時の日程変更等の代替利用，家族の体調不良による緊急利用

に柔軟に対応できた。不定期利用の利用者や受診等都合で利用時間を短縮される利用

者もおられたが、家族，担当 CM と相談し柔軟に対応できた。 

  1-④・健康増進について相談があった場合や体調不良時、退院時等本人，家族へ意図的に声

掛けする事で状態確認含め、アドバイスができたが利用率を維持する事に繋がらなか

った。 

    ・1 回/m の健康に関する記事を書面で送る事としていたが、準備できず上半期は送れな

かった。下半期は方法を変え、夕の送迎前にその時期に応じたワンポイントアドバイ

スを行った。(脱水・衣類調整・褥瘡含む皮膚トラブル・手洗い・嗽等)また、連絡帳に

同様のコメントを残し啓発した。 

    ・DS 利用時や送迎時等に状態含め都度聴き取りを行った。食事に関しての相談があり、

食事内容についてアドバイスを行い DS 利用時に提供する食事内容を変更した。高血

圧者や体調不良者は、家族へ口頭と連絡帳で伝え、必要に応じて Hp 受診を提案した。

合わせて担当 CM にも速やかに状態を知らせ情報共有した。 

2. 多様な利用者のニーズに沿ったケアを促進し、自立支援のケアの視点に立ち、利用者，家族

の満足度の向上に繋がる安心・安全なサービス提供を目指す。 

  ・ご意見箱に投函された要望やみんなの広場からの意見を反映し、自立支援の視点に立ち、

新しい生活リハを検討し提供した。利用者の意見からハード面(設備)での新規設置等があり、

要望に応えられない事項があった。また、個別機能訓練の実施については課題が残った。

全体的には家族，担当 CM と相談し支援を行い、満足度の向上に繋がる安心・安全なサー

ビス提供を目指せた。 

2-①･毎月発刊される“月間デイ”から IADL 体操を取り入れ、計画的に実施できた。 

・DS 会内には時間都合上検討できなかった。その代り毎月開催検討行っているリハ C に

内容検討をした。別で実施することで IADL 体操の内容等を検討し実施後の効果確認も

できた。「生活リハビリテーション実施記録」にも記録に残せた。 

2-②･個別機能訓練は検討し実施できたケースもあったが、「デイサービス計画書」へ更新が

できなかった。そのため、「ケース・モニタリング記録」へも画一的な記録となった。

その他の理由として ST 体制や提供時間も挙げられた。 

2-③･DS 満足度アンケートを 1 月中に実施予定であったが、準備不足の為実施できなかった。

ご意見箱については随時設置し意見を募ったが、特定の利用者からしか投函されず、啓
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発が弱いと感じた。 

・DS 満足度アンケートは準備不足で実施できなかった。代替として 1 月のみんなの広

場で利用者へ向け確認を行った。内容として ST のケア，設備の改善等の意見を頂い

た。意見は個別に口頭で返答を行った。 

    ・ご意見箱の意見について、夕 M 時に検討はできたが「DS 日誌」には全て残せなかっ

た。DS 会には必要に応じて再検討できた。内容として個別のものであった為、今回は

掲示なしとした。 

2-④・上半期中にシステムは検討できたが、実施まで至らなかった。 

3.効率かつ利用者の関わりを少しでも多く持てる業務を継続できるよう、ST の質の向上に繋げる。 

・ST 間で話し合い、関わりを持てるよう取り組めた。しかし、まだ業務優先であるところもあ

り、更に心に寄り添える関わりを持てるよう改善する必要がある。 

3-①･5,10 月 DS 会にて各手順書のレビューは実施できた。しかし、10 月レビュー後の更新に

ついては遅延し、今年度中に作成完了できなかった。早急に完成させる必要がある。 

3-②･関わりについて 5 月会議内で話し合ったがタイムラグがあり困難であった。よって日々の

状況を検討する為、検討場所を夕 M に変更した。日々の課題等は夕 M を中心に話しあえ

た。 

・DS 会での検討では対応にタイムラグがある為、日々の夕 M にて検討を行い「DS 日誌」

に記録を残した。個々の利用者への関わりでの気づき事項の共通理解ができた。 

  ・コミュニケーションに関する部所別研修は 5 月に実施できた。 

4.専門職として求められる知識，技術を高め、今後のサービス提供に必要な資質を向上する。 

・部所別研修，勉強会に参加し技術，知識の向上に努めることができた。介護情報誌『月刊デ

イ』を活用し、専門的な知識、技術の習得ができた。また、日頃の生活リハビリのアイデア

や、健康面での啓発など書籍内の知識を活用することができた。 

4-①・部所別研修は準備不足で計画より遅れることもあったが、全て実施できた。 

 ・部所別研修の 1 ヵ月後の DS 会内で有効性の確認を行った。 

4-②･SDS 研修へ内外の研修を含め広報したが達成できなかった。 

    ※2017 年度実績 正規 ST 1／2 人 臨時 ST 1／6 人達成（17.4-18.3） 

 4-③･『月刊デイ』の 1 コーナーを取り上げて 1 回／m、DS 会中に読みあわせを行い、読みあ

わせを行った。記録を DS 会議事録に残せた。上半期は介護保険制度中心を行い、下半期

は実際介護にかかわる知識を中心とした。非常勤 ST の多い部所である為介護保険の動向

に目を向ける良いきっかけ作りになり、ケアの方法の改善等個々のレベルアップに繋げら

れた。 

 

＜来年度への課題＞ 

・目標達成の為、地域包括支援センター，居宅介護支援事業所に PR を行い、新規利用者の確保

する必要がある。 

・「デイサービス計画書」について、更に個別の計画を立てる必要がある。 

・DS の各様式が一部 QMS ルールに追いついていない。（「DS 日誌」・「ケース・モニタリング記
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録」の内容，表記等）早急に更新する必要がある。 

・利用者が少しでも長く DS を利用して頂けるよう、健康面に関する啓発や、日頃の自宅での生

活で課題等を関わりの中から情報収集し、担当 CM へ情報提供する。また本人，家族へアドバ

イスできるよう利用中から声を掛けていけるようにする必要がある。 

・生活リハビリにおいて日常生活に関わる IADL の向上を目的とした生活リハビリ体操を取り入

れて実施していく必要がある。 

・写真販売について、利用者が購入できるよう早急にシステムを整える必要がある。 

 

2017 年度にれの木園年間活動実績 

月 活動内容 

4 

8:花見(お花見弁当)※行事食 

12,17,18:特に部所別研修“事故／苦情防止”※会議内 

28:サークル活動“書のある暮らし” 

手紙：行事食同意，「緊急連絡先／面会確認者」(再確認)  

5 

5:端午の節句料理※いただきます地元産 PR 

10:総合防災訓練(避難・通報・消火)〔火災・夜間想定〕※消防署立会，消防設備点検 

17,19,6/14:特に部所別研修“ISO” 

手紙：敬老式典 SS 休業のお知らせ 

6 

11:ほのぼの亭 

13:花の日訪問 

16,19:特に部所別研修“人権・権利擁護”※会議内 

20:リフレにれ（外出:ビリオン珈琲） 

28:サークル活動“書のある暮らし” 

手紙：納涼浴衣依頼／介護保険負担限度額認定証申請確認／食品持ち込み 

7 

7:七夕(七夕料理) 

17,29:特に部所別研修“感染症対策”※会議内 

25-市社協社会福祉体験学習 

25:土用の丑 

25:結核検診 

29:納涼盆踊り大会※行事食 

手紙：納涼盆踊り大会案内発送 

8 

15:村尾亞紀ショー 

29:サークル活動‟書のある暮らし” 

手紙：敬老式典案内発送／介護保険負担割合証確認 

9 

10:敬老式典・集い ※行事食 ※SS 休業 

20:お茶会 

22:府実地指導 

10 

4:月見⇒レクに縮小 

12,16,17:特に部所別研修“高齢者虐待” ※会議内 

20:総合防災訓練(昼間想定)※消防署立合 

25:運動会⇒縮小 

手紙：インフルエンザ予防接種同意書／食品持ち込み／サービス実施分析／年度福祉サービス

目標活動実績経過報告 

11 

7-11:福施連協愛いろいろ展※作品出展 

9:紅葉狩り(外出:長安寺) 

9,16,17:特に部所別研修“感染症対策”※会議内 

11:介護の日大作戦 

14:ほのぼの亭(スイーツバイキング) 
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16:2017 年度介護の日“みんなで笑いあおう 2017” 

27:インフルエンザ予防接種 

12 

1-25:クリスマスツリー点灯 

14:書のある暮らし 

18-23:冬至ゆず風呂 

22:サークル活動“書のある暮らし” 

25:クリスマス会※行事食 

27:特養忘年会 

28:餅つき 

30:お正月飾り付け  

31:年越しそば 

手紙：面会・来訪啓発(感染症) 

1 

1-3:おせち料理※行事食 

7:七草粥 

10:新年会※行事食 

11,17,29:特に部所別研修“褥瘡予防”※会議内 

14:どんど焼き 

2 

3:節分※鬼共有(3 施設)  

15:サークル活動“書のある暮らし” 

来期事業計画策定 

3 

3:ひなまつり※行事食 

11,14,18,20,22,23: 特に部所別研修“ノーリフティングケア”※会議内 

23:堀児童館交流会 

年度総括 

月例行事： 誕生日会，みんなの広場，喫茶にれ，理美容〔きれい館〕，散髪 Vr，めがね Vr， 

シーツ交換（天理教 Vr） 

その他行事：介護相談員(10 回／y)   月例イベント食：寿司，おはぎ，誕生日会（隔月）赤飯 

月例業務／会議：記録 R，体重測定(1 回目:第 1 週，2 回目:第 3 週)，入居者採血，代表者会議※但

し、2 月,3 月は 2 回開催(2 月末,3 月末は拡大代表者会議※副 L 出席) 

特養 CW 会議（4,9,2 月は全員参加），特養 NS 会議，SW 会議，施設 L 会議，入

居選考会議，S 会，入居者採血，備品／監視・測定機器点検(月初めの 5 日間)，

SQI「にれの木園通信」発行※奇数月 

実習受入：（介護福祉士）湊川短期大学 17.8.7-9.15 

（その他）桃映中体験学習 17.5.18-19 市社協福祉体験学習 17.7.25-，26-，17.8.8-， 

龍短大福祉体験活動 17.7.16-18，17.7.21-23         
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高齢者複合福祉施設 晴 風 

 

＜施設理念＞ 

地域と共に育む“豊かな”暮らし 

 

 

特別養護老人ホーム  六人部晴風 

（ 晴 風 シ ョ ー ト ス テ イ ） 
＜活動実績・評価(年度目標達成度)＞ 

 

1.年間稼働率 71.2％以上を目指す。 

 2017 年度実績：68.2％（17.4-18.3）   

・目標を達成することができなかった。 

＜月間稼働率＞ ※稼働床数：70                        (％) 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

稼働率 63.9 67.5 69.2 68.8 67.6 67.9 68.8 66.5 70.2 69.3 68.6 68.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒稼働率低下の要因 

17.2-かつら棟あやめ U の稼働をストップし 50 名での稼働となった。稼働調整指示に合わせ

て調整してきたが年間で入居 17 件、退居 14 件、入院 17 件あり、退居後入居候補者への連絡，

事前面接等、日程調整の遅れにより、入居されるまでに最長 77 日間の空床期間が発生した。 

また、入院による空床期間が最長 33 日間発生したが、SS 稼働をストップしていた期間も長

く、入院による空床期間を埋めることができず、稼働率を大きく低下させた。 

1-①・毎月の入居選考会議にて、入居待機者状況の把握は行えた。しかし、年間を通して次期

入居候補者を確実に 1 名以上確保できず、目標達成できなかった。理由として、候補者

に対する声掛けや日程調整の遅れが大きく影響したと考える。 

・退居後 7 日以内に入居を進められたケースは 2 件のみで、その他 10 日-77 日間を要し、

スムーズな入居に繋げられなかった。 

月間稼働率
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 1-②・入院件数 17 件の内、骨折による入院が 6 件，体調不良等による入院が 11 件，内入院に

よる退居が 4 件あった。 

    前年度に比して体調不良等による入院件数は減少したが、骨折による入院が増加した。

骨折について、1 件は家族と外出中の事故であり、その他は自己転倒による骨折であっ

た。見守りの不十分さや、入居者個々の行動を予測した対応ができなかったことが原因

と考えられる。また、体調不良等については、入居者の状態について、単なる引き継ぎ

のみで、具体的な観察点や対応等、明確に把握できる ST が少なく、NS や L 級 CW か

らの依頼がなければ対応できないのが現状であり、考えて対応できる力，観察力の低さ

が大きな課題として残った。 

・「誤嚥／転倒リスク者表」を作成し、各 G 月初に誤嚥リスク，転倒リスクの高い入居者

の把握及び支援内容を確認，検討できる環境を整えることができた。また、個人のスキ

ルに応じて各々で意識，把握した対応ができる ST もあったが、上記表を G 内で意識し

て活用，共有するには至らなかった。 

・転倒，誤嚥のインシデントのみに特化した「ヒヤリ・ハット Mail」として、半期毎に 3

件以上／人の提出としたが、提出状況，目標達成者は以下の通り、目標は達成できなか

った。 

提出件数 ：上半期 53 件    下半期 16 件 

        目標達成者：上半期 7／29 人  下半期 4／26 人（18.3.31 現在） 

上半期に比べて下半期は啓発が少なく、上半期同様、下半期も〆切り間際に提出する ST

が多かった。その内容からは、インシデントに対する分析力の低さや、是正処置内容の

甘さも感じられた。また、特化したことにより、提出しづらかったとの意見も多く聞か

れたが、その他のインシデントによる提出件数もかなり少ない現状であった。 

  次年度は、「ヒヤリ・ハット Mail」本来の意味を理解した内容の提出であることと、危

険予測の向上，各種インシデントに対する分析力の向上，是正処置内容を検討後、周知

を図り継続して実施できるものとする必要がある。 

 (CW) 

2.入居者個々のライフスタイルで過ごせるようケアの質を向上させる。 

・入居者個々のライフスタイルを把握する為、「アセスメントシート」，「私の姿と気持ちシート」

の情報を含め、入居者，家族とのコミュニケーションを図る努力は、ST により差が生じた。

また、担当 CW だけでなく、G 全体で把握し、実施する意識の低さや、その人らしい生活と

は何かまで考えた支援には至らなかった。入居者個々のライフスタイルを意識した支援，個々

に合わせたケアについての検討を重ね、実践していく必要がある。 

2-①・上半期実績なし。下半期 18.1.1 より、IRP 24 シート部会の進捗状況に合わせて作成を開

始した。担当 CW が S 会に合わせて「24 シート」を作成し、2018.6 を目途に全入居者

分を完成させる予定で進めているが、CW 個々の理解度に差があり、今後の課題として

残った。また、S 会前に他 ST から意見を収集しレビューすることはできなかった。 

 2-②・各種チェック表を活用してのチェックは不十分であったが、常に適切なケアであるかど

うか意識して確認でき、施 L 会内で確認し合えたことで、ケアの質の向上に繋がったと
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考える。 

・1 回以上／6m、全 CW に対し、全項目のケアチェックを実施できた G はなかった。特

に入浴介助時の実施について、時間確保が厳しかった。しかし実施時には、CW への必

要なレクチャーを行えた。なお、結果は L 間で共有できた。今後、G 間で連携し、実施

時間確保を行うと共に、さらにケアの質を向上させる為にも、施 L 会等で細かな部分で

のチェックポイントを共有する必要がある。 

    ＜ケアチェック実施状況＞ 

      上半期 ひのき G：2／8 人 かえで G：4／7 人 かつら G：1／6 人 

      下半期 ひのき G：1／6 人 かえで G：4／7 人 かつら G：0／7 人 

・上半期で L 全員が、NLP による“NL スタンダード試験”に合格し、スライディングシ

ートを個人携帯できるようになった。また、“使いこなせる”基準を明確にする為、施 L

会で検討し、「スライディングシートチェック表」を作成した。 

下半期は、表を基に GL，UL が他 CW の使用状況を確認することとしたが、GL，UL

を含め、確実な使用に至らず、他 CW へのレクチャーもほとんど実施できていない現状

であり、G による差も生じた。かえで G は、3／7 人のチェックを実施したが、全項目に

対し、不適切な使用をしており、再度レクチャーを実施した。 

    また、L 以外にも、NLP による“NL スタンダード試験”に 5 名の CW が合格できた。

全 CW の合格には至らなかったが、今後も使用状況を確認し、ケアの質が向上するよう、

合格者を中心に、適切なレクチャーを実施する必要がある。 

・9,3 月の定期レビューが完了した。随時レビューとして、6 月、作業手順書「服薬管理」

について、施 L 会で確認，周知を図った。今後も必要に応じて随時レビュー，改訂を行

い、業務改善に繋げると共に、常に現状に沿った業務手順書，作業手順書とする。 

 2-③・個々の ADL，ライフスタイルの把握には努めたが、共有するまでには至っていない。 

   ・S 会開催前、担当 CW が「アセスメントシート」の確認，レビューを行い、SW に更新

依頼できた。なお、随時の更新依頼は、各 G 会内での検討や、担当 CW と GL，UL で

検討し必要に応じて更新できた。 

2-④・4-7 月“利用者個人にあった整容”(口腔ケア・洗顔・整髪・服装)口腔ケア，洗顔，整髪，

服装、どの項目も意識の低さが感じられた。なお、外出前の衣類確認不足により、家族

からの苦情を頂くこととなった。今後もケアの質を向上させる為、CW 個々が意識し、

取り組み期間に関係なく、継続した取り組みが必要である。 

    8-11 月“環境整備”(居室・共用スペース) 

月間目標として、具体的取り組みを決めて実施した。意識の低さより、ひのき G につ

いては、取り組み内容が目に留まるようにしている。なお、ラウンドからの気付きは

都度伝え、各会議で啓発し、改善を図った。 

また、個々が意識して取り組む努力をしたが、常にきれいな環境を保つことができず、

課題が残る G もあれば、昼食後、食残を取り除き、床拭きを徹底できた G もあり、G

による差もみられた。 

12-3 月“感染予防”(手洗い・室温調整・加湿・換気等) 
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室内空調調節が不適切な時があり、入居者の発熱もみられた。こまめな訪室，調節意

識が低く課題が残った。 

換気は意識してできたが、加湿は不十分であった。また、入居者，ST 共に手洗いが不

十分であった。 

毎年、各種感染症が流行する時期であり、スタンダード・プリコーションについて、

ほぼ毎日啓発し、意識して取り組む中、感染症が発生した。ひのき G において感染性

胃腸炎が発生。入居者 11 名，ST2 名が罹患し、内 1 名はノロウイルスの確定診断が

出た。また、かえで G において風邪が蔓延し、症状が治まるまで日数を要した。引き

続きスタンダード・プリコーションの啓発及び徹底が必要である。 

2-⑤・事業計画通り実施できた。(欠席者には資料配布)※年間活動実績参照 

8 月“ノーリフティングケア～どう使うの？ノーリフティングケアアイテム～”では、NLP，

GL を中心とした研修を基に、G 毎の取り組みとして、“ポジショニング”について対象

者を選定し、現状と課題、取り組んだ結果をまとめ、10 月の“法人実践・研究発表会”

に繋げた。短期間ではあったが、成果も出せた取り組みとなった。 

11 月“感染症対策～感染性胃腸炎～”では、実技として、NS を中心に実施した。準備不

足もあり成果は低く、感染症が発生した際の初動，対応方法が活かされず、来年度への大

きな課題となった。 

2-⑥・4 月には 3G 共、入居者の意向を確認しつつ、実施計画を立てたが、感染症の発生，日程

や ST 体制の調整等が厳しく、延期した企画や中止した企画もあった。しかし他職種と

協働することにより、入居者，ST 間の交流を図ることができた。 

    なお、外出企画では、“晴風すまいる”とかつら G 企画と合同で実施したことで、G 間

だけでなく、他 G との交流も図れた。 

かえで G について、「行事起案書」の提出遅れや内容不十分により、3 月実施予定の企画

は中止せざるを得なかった。よって、各 G、2 回以上/y の実施は達成できなかった。 

ひのき G 17.6.15 「バラとグンゼの歴史を求めて」 

18.3.15 「スイーツビュッフェ」 

かえで G 17.9.25 「オータムツアー」 

かつら G 17.6.13 「たくさんのバラを見に行こう!！」 

18.3.27 「のど自慢だー!! 音楽と共に秋のおいしいおやつを」 

 2-⑦・定期の地域交流は定着しているが、日程調整上、予定より遅れての開催となった企画や、

感染症発生により中止した企画もあった。また、中六人部小学校の閉校により、定期交

流は厳しくなると考えられる為、新たな地域行事の発掘や交流企画の工夫と検討が必要

である 

（NS） 

3.入居者の健康管理及び機能低下防止活動を実施する。 

・Dr，CW と連携し、全入居者の日々の体調を把握することができた。また、機能低下防止活

動として、リハレクや入居者と共に手芸作品作りを実施した。 
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 3-①・感染性胃腸炎が棟で流行している際はリハレクを中止した為実施回数が 1 回/m になった

月があり、目標は達成できなかった。 

  ・“パタカラ体操”はリハレクの進行上、ほとんど実施できなかった。しかし誤嚥防止の一

環として今後も取り組む必要がある。 

3-②・4-10 月にリハレクを屋外で実施できたのはひのき G：3 回，かえで G：1 回，かつら G：

2 回であり、目標は達成できなかった。天候や気候により、実施日を調整する必要があ

った。 

3-③・以下の通り、各 G の入居者と共に季節に応じた作品作りに取り組めたが、春は合同制作

となり、目標は達成できなかった。 

   春：あじさい※3G で 1 作品 

   夏：（ひのき G）セミとひまわり（かえで G）ほたる（かつら G）海開き 

   秋：（ひのき G）夕焼け（かえで G）たき火と焼き芋（かつら G）虫の声 

   冬：（ひのき G）雪うさぎ（かえで G）こたつで丸くなるネコ（かつら G）ご来光 

   全てちぎり絵であった為、来年度はバラエティ豊かな作品作りを、全入居者参加を目標

に取り組みたい。 

 3-④・「爪切りチェック表」を作成することで意識付けができたが、1 回以上/m の実施目標は達

成できなかった。 

 3-⑤・9 月：各会議内で使用する“感染症対策～インフルエンザ～”についての資料作成を NS

担当で行った。 

11 月：“感染症対策～感染性胃腸炎～”をテーマに、手洗いと嘔吐時の対応の実技研修を

実施した。しかし、事前準備不足により、当日準備になってしまった。早くから取

り組み、シミュレーションを行い、充実した研修が行えるように準備をしておく必

要があった。 

（SW） 

4.入居者のニーズを引き出し、その人らしい生活の実現を目指す。 

・相談ラウンドや CP 作成において、入居者のニーズを引き出す努力は行っているも、入居者

個々のその人らしい生活の実現までは結びつけられなかった。他職種協働による、様々な視

点で確認し、実現に向けて努めていくことは今後の課題でもある。 

4-①・以下のとおり支援を実施した。CW，NS に依頼し、協力を得て実施したが、入居者によ

る各種届出の記入，CP 同意署名が厳しい現状となってきた上、下半期は感染症対応に伴

い、支援数が減少したことにより、目標は達成できなかった。 

※2017 年度実績 21 件(17.4-18.3)                                    （人） 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

支援数 1 0 5 3 1 6 0 1 2 0 2 0 

 4-②・「アセスメントシート」，「私の姿と気持ちシート」は S 会時 1 回以上／6m 更新ができた。

なお、データ更新は入院時や状態変化時等、随時他職種からの情報提供や各会議での確

認により実施できた。今後も、利用者情報の発信元であることを自覚し、タイムリーに

更新すると共に、「アセスメントシート」については、早期に新様式へ移行する。 
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年間稼働率
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4-③・サークル活動(カラオケ広場)は 6 回／y の目標に対し、5 回開催した。1 月開催予定であ

ったが、感染症発生により中止した為、目標は達成できなかった。 

   しかし、他職種との協働により実施でき、各G担当者が事前に希望曲を確認することで、

イベントを楽しみにして頂くきっかけとなった。 

   なお “晴風すまいる”は定期的 3 回以上／y の目標に対し、2 回実施した。（6 月：綾

部バラ園，11 月：ポコａポコ）6 月はかつら G 外出企画日に合わせ、合同企画となった。 

   10 月：綾部バラ園への外出予定であったが、日程調整，ST 体制が厳しく中止した為、

目標は達成できなかった。※年間活動実績参照 

4-④・上半期実績なし。 

下半期は IRP の進捗状況に合わせ、内容を確認しつつ 18.6 目途に全入居者の「24 シー

ト」を完成させる予定で進めている。なお、18.1-新たな CP 様式への変更も進めている。 

 引き続き、「24 シート」と連動した CP の作成と、内容の充実化(個別性)を図り、他職種

協働による支援へ繋げていきたい。 

 4-⑤・S 会時に入居者，家族への看取りの意向について確認することとなっていたが、聞き取

り方を含む、聞き取りに対する意識が低く、家族に手渡した「私の姿と気持ちシート」

を回収した中での確認分のみ、「アセスメントシート」，「私の姿と気持ちシート」に

入力し反映した。 

来年度は、ラウンド時に入居者の現在の気持ちを聞き取る努力と、「S 会参加にあたっ

て」の用紙を活用し、意向の変化等に対して慎重に確認し、情報を多職種が共有できる

ようにする必要がある。 

4-⑥・認定調査対象者 30 件/y に対し、全て家族が同席された。 

〔晴風 SS〕 

5.年間稼働率 83%以上※除退所 73%以上※除退所／含空床 を目指す。 

※2017 年度実績：Ⅰ0.00％※除退所 Ⅱ3.3％※除退所／含空床（2017.4-2018.3） 

・年間稼働率には全く及ばず、目標達成できなかった。 

＜月別稼働率＞                               （％） 

 

 

 

 

 

 

 

⇒稼働率低下の要因 

 ・前年度同様 SS 受入調整の余波を受け、稼働率が上がらなかった。また、前年度から空床と

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Ⅱ 6.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 2.3 8.8 10.7 7.0 
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なってていた 2 床分の入居者獲得に向けた動きを優先としたが、入居された反面、退居，入

退院も続き、2017.9 にようやく 50 床満床となった。その中での空床を活用することが厳し

い現状であった。その上、SS 稼動調整をしていた期間も長く、これまでのリピーターが別の

事業所を利用されており、再利用に結びつかず、利用を再開するには、新規利用者の獲得が

必要であった。 

しかし、SS 利用への積極的な働きかけも遅く、利用を再開できたのは 10 月からであり結果、

空床期間を埋めることができず、稼働率を大きく低下させた。 

空床発生時は都度各事業所へ電話，Fax にて広報し、利用増に繋げる必要があったが、スム

ーズに動けず、稼働率低下に大きく影響した。 

次年度も引き続き、特養床数，SS 床数を調整しつつ、今年度新規獲得した顧客を逃すことな

く、利用継続して頂くことで、稼働率を大きく低下させないようにする必要がある。 

5-①・前年度までの登録者については、再度利用もなく、現況確認は行わなかった。よって、

目標は達成できていない。しかし、今年度新規獲得した顧客に対しては、家族，担当 CM

に利用状況を伝える等、情報共有を行っている。 

 5-②・入居者外泊等による空床発生時に、各居宅介護支援事業所への空床状況の Fax 等は行え

なかったが、2017.12 より Fax の他に直接居宅介護支援事業所へ出向き、空床状況を伝

えたことで、徐々に利用希望の連絡が入り、顧客獲得できた。 

 ・2016 年度利用された利用者の S 会参加は行えておらず、情報共有も図れなかった。 

6.クレーム，返却忘れの発生件数を減らす。 

 ※2017 年度：クレーム 0 件，返却忘れ 1 件（2017.4-2018.3） 

・クレームは 0 件であったが返却忘れ 1 件あり。退所時、送迎車への積み忘れが原因であった。 

6-①・ケアに関するクレームは 0 件に抑えることができた。 

   ・事前連絡の際、前回利用時の意見や要望を確認したが、クレームに繫がるような意見等

は聞かれなかった。 

 6-②・返却忘れ 0 件が 8 ヵ月以上あり、また不明物品は 0 件に抑えることができ、目標は達成

できた。※2017 年度：返却忘れ 1 件 不明件数 0 件（2017.4-2018.3） 

次年度、SS 受け入れについて、再度各種手順書を確認，変更の上、周知が必要である。 

 ＜その他＞ 

 ・救急搬送：2 件(特養：2 件・SS：0 件) 

・行政報告：（事故）8 件(骨折 6 件・頭部打撲 2 件) 

・晴風菜園 

：菜園で多種の野菜を栽培した。 

（菜園栽培野菜）きゅうり，プチトマト，じゃが芋，さつま芋，万願寺とうがらし，とうも

ろこし等 

 ⇒晴風納涼祭 2017 の屋台メニューに、晴風菜園産，中六人部産の野菜を中心に使用し提

供した。また、行事以外にも使用した際は、配膳時にカードを添えてアピールできたこと

で入居者に喜んで頂けた。 

 ・物品破損 
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  ：発生件数：113 件(過誤 33 件・事故 35 件・不明 45 件)  

   原因不明の破損が多く発生した。不明件数の多くは、施設備品，入居者個人の茶碗，箸等

の破損であった。破損が発生した時に気付けず、その後発見することが多く、結果いつど

こで破損したかを確実に原因追究することができなかった。また、取り扱い時の意識の低

さも理由と思われる。不明件数を減少させる為、物の大切さ，入居者の大切な私物である

という意識を向上させる必要がある。 

 ・水道光熱費 

 ：毎月代表会にて使用量の報告を行い、全体朝礼，ST 会において夏季，冬季を中心に無駄な

使用のないよう促しを行ったが、ST の意識の低さにより、無駄な使用も確認できた。また、

2018.1-2 は、感染症対応として、感染棟の入居者は全て居室対応としたことで、電気代が

上昇した。日頃より啓発し、ST 個々がコスト削減意識をもつ必要がある。 

 ・消耗品 

：物品補充方法を変えることにより、不明は発生しなかった。また、ストック定数を見直し、

G 毎に明確にしたことで、持ち出し数による大幅な増減はなくなった。 

 ・晴風納涼祭 2017 

：晴風納涼祭を復活させたが天候に恵まれず、ギリギリまで開催できるかどうかの判断が厳

しく、他施設からの応援を断る結果となった。 

 プログラムを大幅に変更して開催したが、明るさが不十分であり、暗い中で ST の演出が

続いた為、今後は開催時間の検討等、課題の残る部分もあったが、復活を喜んで頂ける家

族もあり、入居者，家族，ST が一体となり、共に楽しめた行事となった。 

 しかし、気温が高く、この時期の屋外での開催は厳しいと思われる為、次年度開催につい

て、検討する必要がある。 

 ・敬老のお祝い 2017 

：家族の参加も多く、全入居者が晴風 C ホールに集まることは厳しさも感じた。しかし、担

当者のオープニングアクト，出し物も好評で、楽しい時間を入居者，家族，ST 共にゆった

りと楽しめ ることができ、心に残るイベントとなった。 

 ・感染症 

：18.1.21-2.19、ひのき G において感染性胃腸炎が発生し、入居者 11 名，ST2 名(内 1 名は

ノロウイルス確定診断)が罹患した。感染対策 EMR Level1 を発令し、ひのき棟への面会制

限と、他棟への面会者には受付窓口で、体調確認，マスク着用，手指消毒を促した。また、

U をまたぐ罹患者が発生した為、全入居者を居室対応とした。また、健康調査票の記入と

スタンダード・プリコーションの徹底，2 回以上／d 棟内の清掃と換気を実施した。 

 18.1.24 で有症者 10 名を越えた為、中丹西保健所より立ち入り調査を受け、現状報告と感

染症対応方法の確認，注意事項について指導を受けた。以降、新たな罹患者はなく、18.2.19

に終息した。終息するまでの間、3 回(1/24,25,29)臨時感褥委を開催し、情報共有に努め、

対応方法を見直した。 

 今年度、ST 個々が健康状態を意識する為、出勤時の検温実施，他症状を「健康チェック表」

へ記入した。意識付けにもなり、体調不良であることを、自ら申し出ることの大切さも理
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解できた。 

 ・マニフェスト 

  ：“はだしで歩ける床を保ちます” 

    ・各部所，G で取り組み方法を明確にして取り組んだ。晴風開設時より引き続きマニフ

ェストに掲げているも、意識の低さも感じられる為、今年度は、各部所，G 会議内で

反省と啓発を行うことで、意識は Up した。 

   “一人ひとりとの会話を大切にします” 

    ・ST 個々が意識し、入居者，家族との会話を心掛けた。しかし、入居者とのコミュニケ

ーション不足を感じる部分もあり、声を掛けずに入居者の側を通過する等、様子観察

もできておらず、また、基本である移動前に声を掛ける，意図を伝えることすらでき

ていない ST もあり、介護相談員より指摘を受けることとなった。入居者に寄り添い、

会話の中から、 気持ちを汲み取れるよう、コミュニケーションを図ることを大切に

していきたい。 

  

＜来年度への課題＞ 

・支援部と連携し、稼働率低下を防止する為、退居後のスムーズな入居をすすめると共に、急

な状態悪化に伴い退居となったケース同様、常に入居可能な待機者の確保をしておく必要が

ある。 

・プロとしての接客サービスやマナーの更なる意識，技術向上が必要である。 

・ST 間の連携に課題が残る年となった。変則勤務であるが故の情報不足を解消することや、次

の ST が業務しやすいように“情報共有”する事が、最終的に良いケアの提供につながると

思われる。 

 それには一人ひとりの意識向上が必要であり、正確な情報収集と伝達、細部までの情報共有

が必要である。 

 ・地域行事，共催企画において、今年度も結果的に ST 体制が厳しい中、多職種協働でほぼ計

画通り参加できた。外出企画においては、CW が引率する事で、余暇支援を通じて、入居者

との繋がりを構築する事が大切であると思われる為、来年度は積極的に参加できるよう調整

する必要がある。 

なお、共催企画について、中六人部小学校閉校により、共催企画が減少することもあり適宜

地域行事を確認し、共催企画に繋げる必要がある。 

 ・入居者とのコミュニケーション不足や様子観察が不十分であると感じることが多かった。入

居者に寄り添い、コミュニケーションを図ることで安心感を与えることの大切さを再確認す

る必要がある。また、入居者だけでなく、家族とのコミュニケーションも大切に信頼関係を

築いていく必要がある。 

（NS） 

・入居者のより細やかな状態観察やスタンダード・プリコーションの徹底が必要である。 

・看取りの意向確認では、プロとして専門的知識をもって説明し、慎重に聞き取る必要がある。

また、困難なケースに対し、説明を重ね、理解を得られるよう努めたい。 
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・薬のセットミス等、確認不足による事故が発生した為、再発させない手順の見直しと、意識

向上に努める必要がある。 

（SW） 

・入居者のニーズの引き出し，コーディネートを行いつつ、地域行事への参加や社会資源の活

用を更に進めていく必要がある。 

・CP の目標達成の為に、他職種からの意見，情報を収集し、CP 内容のレベル Up を図る為、

今後も継続して見直しを図る必要がある。また、「24 シート」と連動した CP 内容である為、

更に他職種による協働を強化したい。 

〔晴風 SS〕 

・今年度、新規利用者獲得に努めた。今後、定期利用に繋げる為にも、利用時は丁寧，適切な

ケアや支援を行うと共に、家族や担当 CM とも情報共有を図る必要がある。 

・稼働率を低下させないよう、各居宅介護支援事業所へ密に SS 空床状況を伝える必要がある。 

・来年度も継続し、入居待機者からの利用ニーズを探り利用に繋げる必要がある。 

 

2017 年度晴風年間活動実績 

月 活動内容 

4 

4:じゃがいも苗植え，6:花見(外出・桜咲く弁当) 

14,19,20,25,27:特晴部所別研修“ISO～業務に不可欠な QMS～” 

15,26,28:調晴部所別研修“安全な食事介助” 

17:調晴部所別研修“感染症対策～食中毒～” 

21:買物ツアー(PLANT3)，25:中六人部“こいのぼりお披露目式”，28:あおぞらガーデン 

手紙：行事食同意，「緊急連絡先／面会者確認」(再確認)／各 G 会議 

5 

5:端午の節句(外出・こいのぼり弁当)，11:買物ツアー(フレスポ），17:調晴部所別研修“ISO” 

19:サークル活動“カラオケ広場”，24:大リハレク大会※屋内， 

26:総合防災訓練(昼間想定)※消防署立会，30:中六人部小学校授業参観 17(外出／共催企画)  

納涼祭ボランティア募集開始／検便 

6 

2:晴風菜園苗植え(夏野菜)(トマト・きゅうり・万願寺・とうもろこし)  

7:春の中六人部保育園／晴風交流会 2017(共催企画），13:ほたる狩り(外出) 

13:晴風すまいる(綾部バラ園)，13:｢たくさんのバラを見に行こう!!｣※かつら G 企画 

15:｢バラとグンゼの歴史を求めて｣，16:調晴部所別研修“権利擁護” 

18:玉ねぎ収穫，20:さつまいも苗植え・じゃがいも収穫，20:買物ツアー(AEON) 

26:サークル活動“カラオケ広場”，27:あおぞらガーデン，29:中六人部小学校町探検 

手紙：来訪・面会(食中毒)／介護保険負担限度額認定申請確認／納涼祭 SS 休業お知らせ Fax  

※排泄バッグ購入 ※害虫駆除剤置き換え 

7 

7:七夕※各 G 起案，10,14,16,18,28:特晴部所別研修“身体拘束廃止”，“事故／苦情防止” 

12:調晴部所別研修“褥瘡予防”，17:買物ツアー(PLANT3），24:晴風シネマ｢昭和の名曲｣ 

25:結核検診，25:土用の丑，26,27:市社協福祉体験学習(共催企画)  

各 G 会議／介護保険負担限度額認定証確認／介護保険負担割合証確認 

8 

14:晴風納涼祭 2017※行事食，18:サークル活動“カラオケ広場”                                              

22,28:特晴部所別研修“ノーリフティングケア~どう使うの？ノーリフティングケアアイテム” 

24:買物ツアー(PLANT3)，29:あおぞらガーデン※ひのき G 

手紙：敬老のお祝い案内 

9 

9:晴風敬老のお祝い 2017(敬老お祝い膳)※行事食※SS 休業 

13,22,25,26:特晴部所別研修“感染対策インフルエンザ”，“褥瘡予防”，21:彼岸(おはぎ) 

22:買物ツアー(PLANT3)，25:｢オータムツアー｣※かえで G 企画， 

29:あおぞらガーデン※かえで G，かつら G 
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手紙：サービス実施分析／各 G 会議／年末年始 SS 送迎お知らせ／満足度調査／手順書 R 

10 

6:調晴部所別研修“事故／苦情防止”，7:お月見(外出・団子)※各 G 起案 

19:中六人部小学校／晴風交流会 2017(共催企画)， 

25:晴風シネマ｢水戸黄門｣，26:さつまいも堀り 

手紙：来訪・面会(インフルエンザ・ノロウイルス)／年度福祉サービス目標活動実績経過報告／

ききょう苗配布申込 

1 

6-11:福施連協愛いろいろ展※作品出展，9:｢介護の日｣茶話会，11:介護の日大作戦(外出) 

14:晴風すまいる(ポコａポコ)，17:総合防災訓練(地震・夜間想定)， 

19:中六人部フェスティバル(外出／地域行事)※作品出展，ST 出店 

20:買物ツアー(AEON)，22:もみじ狩り(外出・秋の香りいっぱい弁当) 

22,28:特晴部所別研修“感染症対策～感染性胃腸炎～”，27:あおぞらガーデン 

27:調晴部所別研修“感染症対策～インフルエンザ・ノロウイルス～” 

手紙：インフルエンザ同意書／各 G 会議／インフルエンザ予防接種／検便 CW・NS  

※X’masツリー準備 

12 

1-24: X’masツリー点灯，7:サークル活動“カラオケ広場”，17:ふれあい福祉フェスタ 

21-25:冬至ゆず風呂，22:買物ツアー(PLANT3)，24:X’mas会※行事食，28:餅つき 

30:お正月飾り付け，31:年越しそば 

手紙：外泊・食品持込 ※害虫駆除剤置き換え 

1 
1-3:おせち料理※行事食，5:初詣(外出)，7:七草粥，10:晴風新年会※行事食，16:どんど焼き 

16:調晴部所別研修“高齢者虐待” 

2 

3:節分(巻寿司)※施設起案 ※鬼共有(3 施設) 

9,16,19,27,28:特晴部所別研修“権利擁護”，“高齢者虐待”，16:お寿司屋さん， 

22:あおぞらガーデン 

来期事業計画策定／各 G 会議／手順書 R 

3 

3:ひな祭り※各 G 起案，7:買物ツアー(AEON)※2 月延期分， 

12,14,23,27:特晴部所別研修“ノーリフティングケア”，13:スイーツビュッフェ※ひのき G 企画 

16:調晴部所別研修“ノーリフティングケア”，21:彼岸(ぼたもち)，22:買物ツアー(PLANT3) 

27:サークル活動“カラオケ広場”・かつら G 企画※合同 

年度総括／サービス実施分析 

月例行事：みんなの広場，介護相談員，いずみ会ボランティア (第 3 水曜) 

理美容〔ちょきぞう(6 月)・きれい館(5 月・8 月・9 月・11 月・12 月・。2 月)・ 

カットハウス WAVE(4 月・7 月・10 月)〕 

    ※1 月は感染症発症の為、3 月は日程調整がつかず中止。 

買物ツアー(AEON 福知山店(6 月・11 月・3 月)・サンドラッグ(5 月)・ 

PLANT3(4 月・7 月・8 月・9 月・12 月・1 月・3 月) 

※10 月は ST 体制が整わず。2 月は感染症発症の為中止。 

めがね Vr(隔月) 

月例イベント食：寿司バイキング※但し、11 月は寿司屋(屋台)にて提供予定であったが、勤務調整

の都合上、2 月に延期。 

         お楽しみメニュー※各 U または G 単位で 1 回/月メニュー検討 

その他イベント食：セレクトメニュー（1 回/w） 

月例業務／会議：記録 R 

体重測定(第 1 週)，備品点検，監視・測定機器点検(第 2 週)，スピーチ(第 3 週) 

UK 清掃(（かえで）第 1 木曜（かつら）第 3 木曜（ひのき）第 4 木曜) 

代表者会議※追加で、10 月，2 月，3 月は拡大代表者会議開催，施設 L 会議， 

NS 会議，SW 会議，調理会議，入居選考会議，ST 会議 

SQI(特養:四方隆，調理:荻野友)「“そら”と“かぜ”便り」発行※1 月年賀 

リハビリレクリエーション（各棟 2 回／m） 

実習受入：（介護）福知山淑徳高等学校（社会福祉士）龍谷大学短期大学部 
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＜施設理念＞ 

「ありがとう」にあふれる、 

           地域で創めるこれからの暮らし 

 

 

特 別 養 護 老 人 ホー ム  えるむ 

（ え る む  シ ョ ー ト ス テ イ ） 
＜活動実績・評価(年度目標達成度)＞ 

1.年間稼働率 68.5％以上を維持する。 

 ・年間稼働率 68.6％（17.4-18.3）目標達成できた。 

＜月間稼働率＞                                   

（%） 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

稼働率 68.7 67.9 67.9 68.7 68.8 68.9 68.9 68.9 68.5 68.9 69.0 68.9 

 

1-①・2017 年度実績： 

上半期 3 件（6 月空床：3 日・7 月空床：2 日・8 月空床：0 日）合計 5 日 

下半期 3 件（11 月：空床 0 日・12 月空床：0 日・2 月空床：0 日）合計 0 日 

・6 月，7 月は TC 加算対象となった時点で支援部と情報共有を行い、待機者状況の確認に動

くが、結果として 6 月 3 日間，7 月 2 日間空けることになった。その後の入退所では最短

を達成できた。OF は ST 体制が整わず再稼働できなかった。 

1-②・転倒等による骨折は 1 件あったが入院は希望されなかった。誤嚥性肺炎はなかったが、

2017.5-6 月にかけ家族希望もあり、12 日間の入院者(尿路感染症)が 1 名あった。 

   ・ミニカンファレンスの実施自体は定着してきたが、確認や伝達のみで終わる場合も多か

った為、8 月 P 会にて再度実施方法を検討，周知した。下半期はミニカンファレンスの

回数は減ったが、担当入居者について考える機会が持てるようになった事や、担当入居

者以外の入居者についても観察するきっかけとなる等、内容は濃いものになった。 

   ・ミニカンファレンスの話し合いの結果については、「介護日誌」には残せたが、「生活支
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援記録」にはほぼ残せなかった。ミニカンファレンスの内容で「アセスメントシート」

に必要な事項は更新できた。 

 1-③・朝 M やミニカンファレンスでの確認事項等は、現状に合わせ、随時「アセスメントシー

ト」を更新したが、S 会前を意識した確認作業はほぼできなかった為、下半期に S 会コ

メントを記載する用紙の作成を行い、それを用いることで「アセスメントシート」も見直

せるようにした。しかし、更新自体は随時朝 M で検討し、変更依頼をする事が多かった。 

   ・S 会内でも家族含め他職種で必要箇所を検討したケースもあったが、まだまだ少なく、

有効な支援には繋げられなかった。 

 1-④・感染症発症は 0 件であった。以前に比べ手洗い，消毒は習慣づいており、手洗いが難し

い入居者については、手拭きでの対応ができている。ST 同士が確認し合う声も以前より

よく聞かれるようになり、各 ST が意識をしていることも感じられる。当日 L がチェッ

クし日誌に記録も残せたが、実施の詳細が見えてこない内容の為、できなかった場合の

理由や対応等も具体的に記載していく必要があった。 

   ・外出からの帰宅時は、正面玄関(場合によっては U 玄関)で手洗い，消毒を必ず行い、外

出後の手洗い，消毒の意識は高まってきている。 

   ・部所別研修 6 月 “疥癬，白癬”，10 月“ノロウイルス，インフルエンザ”を実施した。 

・ラウンドチェック表を用いて、1 回/d 行った。ラウンドは行っても、シーツ，床が汚れ

たままであり、L による有効性の確認も、上半期の反省を活かせず結局できないままで

あった。月末の評価についても実施できなかった。気付きを日誌で啓発しても効果が上

がらなかった。 

 

2.担当 CW が主体でチームケアを実践し、入居者個々の尊厳ある暮らしの継続と最期の時を穏や

かに迎えられるよう支援していく。  

・4 月に「チームケアの意味」と題し部所別研修を行ったが、各担当入居者に対し何をすべき

か等理解，検討する ST が少なく、また、他 ST に対する協力意識も低く上半期はチームとし

て動く事ができなかった。下半期は TC 期の取り組み，ミニカンファレンス等を通して少し

ずつだがチームケアを実践できた。 

2-①・年度初めは計画的に実施できていたが、意識が薄れ、また L 間の連携不十分により継続

した定期的な実施ができなかった。 

  ・L からの聞き取りについても定期的に機会を持つことはできなかったが、気がついた事

を代表会に上げ周知する事はできた。直接他 ST に対して指導を行うなど働きかけはで

きなかった。 

 2-②・チームケアの実践について S 会にて各職種参加(不参加者はコメント)で評価を行っている。

再実践した内容でもポジショニングの統一の為写真を貼る，支援内容についてミニカン

ファレンスで他 CW に意見を求め実施・評価に繋げる等、件数は少ないが動いたケース

もあった。タイムリー性が必要なケースについても検討はできたが、評価せず課題がそ

のままになっている事もあった。 

 2-③・上半期は FL2 名のみの所持で、取組内容を“上半期”から“年度内”に変更したが、現
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在 3／8 名所持であり、スライディングシートの全員所持は達成できなかった。共用のス

ライディングシートに関しても個々がどのように使用しているか使用方法の確認が必要

である。 

 2-④・一部会議の都合等により実施が遅れた分もあったが、計画通りに実施できた。 

    “ノロウイルス，インフルエンザ”では研修後確認テストを行い、どれだけ理解してい

るかがわかり、有効な研修となった。“ISO～業務とのリンク”では QMS 習熟度トライ

アルの事前準備を行い，“事故／苦情防止”については府虐待防止対策研修を受け、不適

切ケアについて学習できた。 

 2-⑤・P 会開催毎にサーキュラーに項目を入れ、報告者には事前に依頼し実施できた。内部研

修に限らず、外部派遣研修の報告も取り入れ実施した。 

  

 

2-⑥・計画通りに実施できた。 

    12/1“100th  anniversary～100 年前何があったんかな?～”を家族参加で実施し、100

歳のお祝いの色紙や、昔の福知山の写真をスライドで見てもらえ「ここは新町通りやな。」，

「懐かしい。」との感想も頂き好評であった。 

（CW） 

3.「24 シート」を活用し、入居者個々のニーズ，デマンド支援を行い、成果を得る。 

 ・「24 シート」の作成を 2018.1 から実施し、全員分の作成ができていない。しかし、入居者個々

の希望をかなえる外出企画の実施や月間予定表を用いての関わりの時間の確保などニーズ，

デマンドについて支援を行い、一定の成果を得た。 

3-①・2018.1 から作成を開始し、18／20 名分作成できた。より入居者のことを深く知り、充実

した「24 シート」を完成させる為の取り組みが必要である。 

3-②・CW 個々で月間予定表に入力し、当日 L が業務に組み込む事で全員の支援担当 CW が実

際に対応できた。実施しても内容や結果を有効な記録として残せたことが少なかった。朝

M で業務組みを行った。実施できなかった際はその旨申し送りを行ったが、申し送りを

活用できず再度業務に組み込むことはできなかった。 

3-③・「モニタリングチェック表」を活用する事により、CW 個々でも漏れがないか確認しやす

くした。L 記録 R にて毎月同じ CW に対し 1，2 項目モニタリングが無い旨の指導が必要

な状態であった。指導をする事で CP 全項目を 1 回以上/m モニタリングでき、他 ST が記

載した内容を確認し担当 CW が評価することはできた。 

3-④・情報収集は SW と連携し 4 月中に実施したが、準備，調整不足もあり全入居者の思い出

の場所への外出はできなかった。TC 期の入居者に、家族にも協力を得て、担当 CW と共

に自宅や思い出の場所に外出できた事，33 年ぶりに墓参りに出られた事、入居されるま

で殆ど外出する事ができなかった方が外出できた事等、実施できたケースについては準備

段階含め ST にとって今後の支援に繋がる良い経験となった。また家族との交流や入居者

の普段とは違った良い表情を見る事ができた。 

（NS） 
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4.入居者の心身の機能低下防止活動を実施する。 

  ・入居者全員の心身の機能低下防止は達成できなかったが、入居者個々の状態に合わせた訓

練やレク等の活動を継続して取り組めた。 

4-①・17.5.18（空庭）16 名参加，17.10.9（空庭）12 名参加にて実施できた。 

両日共に晴天で少し暑かったが、他職種に協力を依頼し、スムーズに行う事ができた。

また、体調不良の訴えもなかった。5 月は玉入れをメインに、10 月は輪投げを実施した。

他入居者が投げられている時も周りから歓声が上がり、みんなで楽しめた。 

4-②・4 月より 3,4 名継続して機能低下防止訓練(歩行訓練・上肢の体操等)を実施できた。毎月

NS 会にて一人ひとりの訓練状況や効果を話し合い、評価することができた。引き続き

短時間でも行えるよう状況に合わせた対応が必要である。 

    ・17.7.13-食事前の口腔機能訓練として、“パタカラ体操” を機能が低下してきている入居

者に毎日実施できた。今後も、機能低下防止となるよう継続して実施していく。 

・CP に“ラジオ体操の実施”が挙がっている入居者中心に、17.8.15-ラジオ体操を実施し

た。対象入居者含む数名が積極的に実施できている為、引き続き継続して実施する。 

 

 

・えるむオリジナル体操を考案し、名称を ST，入居者に募集した。（“元気!はつらつ!!える

ササイズ”に名称決定）3 月各 F のリハレクで実施できた。今後は積極的に日常のリハ

レクとして取り入れていく。 

4-③・4-6 月は外気浴に出て、つくしやクローバー，桜の花びら等採取し、押し花等用い作成す

ることができた。しかし 7-9 月は暑く外気浴がほとんどできず、また、採取できる草花

も少なかった為、切り絵や折り紙にて作成した。10-12 月は紅葉狩り等外出行事も利用

し、紅葉やどんぐり等採取し、作成した。1-3 月は気候と感染症の影響で外気浴ができ

ず、貼り絵，折り紙等用い作成した。全体を通してできるのは数名であり、来期は個々

に応じた作業レクを検討していく。 

    作品名：4-6 月“春うらら”， 7-9 月“夏の思ひ出”， 10-12 月“実りの秋”，1-3 月“春

よ!!来い” 

（SW） 

5.収集した情報を他職種に提供，共有し、連携するという役目を果たし、CP の支援目標を達成す

る。 

 ・各入居者の「施設サービス計画書」における支援内容に対する取組状況のチェック，連携は、

昨年に比べると動きとして見えてきた。全体として「施設サービス計画書」の支援目標自体

の理解，把握が不十分な為に 100％目標達成できたケースは少ない。 

 5-①・「24 シート」は 18.1-より作成を開始し、連動した CP については今後の課題としてある。

支援内容に変更があれば「施設サービス計画書」更新時に合わせ、「施設サービス計画書(第

4 表)」も修正しているが、内容を把握した上での支援になっているとは言えず、また内容

に対する意見も殆ど無い現状である。「アセスメントシート」の更新は担当 CW と連携し

て S 会時に確認を行っているが、S 会内での更新は少なく、朝 M 等で随時更新を行って
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いる。 

  5-②・終末期の意向確認については S 会時に必要に応じて確認し、「施設サービス計画書(第 1

表)」への記載もできた。S 会時，随時変更の有無についても再確認の聞き取りを行って

いる。終末期の看取りに対する意向を把握できている ST は少なく、意向にそぐわず心臓

マッサージを行うケースがあった。また、TC 期に入った時にその内容を理解した上で今

日が最後かもしれないという思いでケアを行えたとは言い難い状況であった。 

 5-③・認定調査へは家族同席 100％達成が継続して実施できた。認定調査に同席頂く事で、よ

り本人を理解してもらえ、日々の支援への協力も得やすくなっている。支援計画への家族

の関わりの位置付けも全入居者分達成している。CP に位置づける事で、外出支援等積極

的に協力して頂けた家族もいた。 

 5-④・行事後の相談ラウンドでは記憶が曖昧な利用者が多かった為、その時の利用者の言葉や

様子を中心に、特に共有しておきたい内容は SW 会で確認し、代表会や ST 会でも報告，

共有の機会を持つことができた。しかし、担当 CW と個別での情報共有の機会はあまり

持てなかった。 

 5-⑤・得た情報や、状態の変化等は、SW では随時「アセスメントシート」，「私の姿と気持ち

シート」に追記，変更等更新を行えたが、現場 ST から意見として挙がる事は少なかった。

多職種に情報を確認しながら、入居者の現状に合った「アセスメントシート」，「私の姿と

気持ちシート」となるよう今後も努めたい。 

〔えるむ SS〕 

6.利用可能な居室に対し、100％の稼動を目指す。 

・入院，入退居，外泊により、計 22 日の空床があったが SS 利用に繋げる事はできなかった。 

 

 6-①・登録者の現況確認は 1 回/3m 実施し、他施設入居や他事業所 SS に移行された等により多

数の終結を確認する事となったが、利用希望のある方については現況を知る事ができた。 

 6-②・入居待機者の中で直近での SS 利用希望者はなく、利用に繋げる事ができなかった。 

 6-③・2017.5-6 にかけ、計 12 日間の入院があり、各事業所に SS 利用の連絡を入れたが、既存

利用者は他事業者での予約が取れており、また新規利用希望者の話も何件かあったが、

結局その後の居宅 CM からの依頼がなく、利用に繋げる事ができなかった。 

 

7.苦情件数 0 件を目指す。  

 ・年間 SS 稼働数 0 件により、苦情はなかった。 

 7-①・稼動数 0 件の為、実施できなかった。 

 7-②・S 会参加もなく実施できなかった。 

 7-③・利用は無かったが、現況確認時に得た情報は「相談記録」に残した。 

 7-④・2017.5 にたたき台を作成できた。今後再稼働時に使用できるようにする。 

 

＜その他＞ 

 ・救急搬送：0 件 
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 ・行政報告(事故)：0 件 

行政報告に繋がる事故は 0 件であったが、薬に関する事故が 11 件あり、体調に直接影響

を及ぼす可能性も高く、特に注意する必要がある。 

 ・物品破損 

：昨年より約 50 件減少している。割合としては過誤によるものが多くなっており、取り扱い

の不注意によるものがほとんどであった。また原因の分からないものも多くあり、意識し

た物品の取り扱い，日頃のチェックと気づきが必要である。 

発生件数：96 件(過誤 49 件／事故 29 件／不明 18 件)（2017.4-2018.3）※施設全体 

 ・水道光熱費 

：毎月の結果は代表会，ST 会，ST 掲示板にて全 ST に伝え、昨年とほぼ同様の水準での使

用になった。各部長ラウンドにて入居者の不在居室での電気の無駄な使用等報告があり、

各自の意識や気付きを高め、無駄のない使用を行う余地はまだあり、取り組んでいきたい。 

・運営推進会議 

  ：予定通り、6 回／y 開催することができた。体調管理や最新の認知症の動向について

One-point Study で学習する事ができた。また地域行事の情報や、講演会の情報等お互い

で共有する事ができた。 

 ・TC 

  ：今年度は合計 5 名 TC を実施した。自宅への一時帰宅，本人の好きな歌を居室にて ST と

一緒に歌う，食事形態等工夫し本人の好きなものを調整し食べてもらう等本人のニーズに

添った対応が実施できた。 

 ・Salon de えるむ，ルーツ対応，外出支援 

  ：個人のニーズに添った外食や広小路，三段池公園等思い出の場所への外出に行けた。それ

に伴い、社会資源の開拓についても進める事ができた。S 会で情報を得て、担当 CW に繋

ぐ事ができ、計画，実施できたケースもあった。 

  

 

・環境整備費 

  ：各Uの環境整備について検討を行ったが、情報収集不足もあり執行する事ができなかった。

来年度は設えとは何か，環境整備に使用する物品の情報収集を各部所会議において計画的

に実施する必要がある。 

 ・施設マニフェスト 

  “訪室の際、「空心福祉会における STAFF『マナー規範』」を遵守します。” 

各 ST とも意識付けはできているが全 ST が行えているとは言えない（特に退出時の扉の閉

め方）。L による「ケアチェック表」を用いてのチェックがほぼ実施できていなかった為、

継続して取り組んでいきたい。 

“ご利用者への声掛けは、約束した呼名を用います。” 

 各 L がチェックした結果、間違えた呼名を使用している ST はおらず、新入居の際も呼名

を確認し、正しく使用することへの意識がついている為、達成できた。 
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  “継続的に地域貢献活動に全 STAFF が参加します。” 

   参加回数の指定がなくなったことで、全体的に参加数は減った。1 回のみ参加の ST も多く

あり、積極的に参加する姿勢，地域貢献をするという意識が必要であり、今後も続けてい

く。 

Total 達成者：（特養）11／15 名(異動・途中退職 ST 除く) 

 

＜来年度への課題＞ 

・ミニカンファレンスについて、実施自体は定着してきたが、検討不足，伝達のみの場合が目立

った。また話し合いのままで何も決まらず、カンファレンスになっていない事が多々ある。期

限の設定，話し合うべき内容を事前に考えてからミニカンファレンスに挙げるようにする。 

・各 ST で新しい知識の習得や、自己課題の解決についてどう動いたらよいか分からないとの意

見があった。また、互いの課題を見える化し、実施状況を確認，チェックできる仕組みを作り

が必要である。 

（CW） 

・「24 シート」の作成を全入居者分行い、チームケアの有効なツールとして活用できるよう更新

を行う。また、担当 CW 中心に多くの ST が関わり、更新が行えるような仕組みを検討する必

要がある。 

・各 U リビング等の設えを検討する事ができなかった。設えとは何かという事から考え、どうい

う物品が必要か検討，物品そのものの情報収集等計画的に進める。 

（NS） 

・利用者数名ではなく、今後は短時間でも一人ひとりに応じた機能低下防止活動(作業レク・機能

低下防止運動等)を全入居者に対し継続して行う必要がある。 

（SW） 

・仲間意識を向上させる為、サークル活動を実施した後、語らいの時間を取り、同じ趣味を共有

する者同士繋がりを持てる時間を作る。 

・外出支援の一環，入居者のニーズに応える為、空庭の有効活用について検討を進める。（植栽計

画の検討・福知山の景観説明の為のツール作成） 

〔えるむ SS〕 

・SS の全稼働を想定し、スムーズに満床にできるよう、今後も各事業所との連携と情報共有に力

を入れる必要がある。 

・いつでも再稼働時に各職種が確実な受け入れ，対応ができるよう手順書の見直し、手順の再確

認をしておく必要がある。 

 

2017 年度えるむ年間活動実績 

月 活動内容 

4 

4,5,17:花見(外出・桜舞弁当) ，10:G え部所別研修“表現違いの言葉集” 

11,21:特え部所別研修“高齢者虐待”，12:特え誕生日会 

17:調え部所別研修“感染症対策～食中毒～”，21,24:特え部所別研修“チームケアの意味” 

手紙：行事食同意，「緊急連絡先／面会確認者」(再確認)／特え・G え運営推進会議／各 F 会 
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5 

5:端午の節句(こいのぼり弁当) ，8,10,12,15:防災シミュレーション 

16:総合防災訓練(火災・昼間想定)※消防署立会，17:特ショッピング(AEON 福知山店) 

18:調え部所別研修“ISO”，18:屋外リハレク（空庭），19:Salon de えるむ（御肉料理竹下） 

20:特養外出（思い出の場所 三段池公園），24,27:G え部所別研修“認知症” ，25:Café えるむ：苺大福 

30:中六人部小学校授業参観(外出／共催企画)，31:えるむシネマ「無法松の一生」 

※排泄バッグ購入 

6 

6:ほたる狩り(夜久野町千原)，10:調え部所別研修“権利擁護” 

10:調え部所別研修“身体の状況に合わせた食事提供”，10,25,28:特え誕生日会 

10,16,17:特養外出（思い出の場所；三段池・自宅・観音寺） 

12,19:特え部所別研修“感染症対策～白癬症，疥癬症～”，17:G え部所別研修“感染症対策” 

20,22,28:G え部所別研修“ISO”，20:惇明小学校 4 年生総合学習（見学，交流） 

26:Café えるむ(GH)：パンケーキ～季節の果物を添えて～ 

手紙:来訪・面会（食中毒），GH 日帰り旅行同意書，特養介護保険負担限度額認定申請，負担割合証確認

／特え・G え運営推進会議／各 F 会(手順書 R) 

7 

4,23:特え誕生日会，7:七夕 ，10,14:特え部所別研修“ISO～業務とのリンク～” 

11,13,18:GH 日帰り旅行，12:調え部所別研修“褥瘡予防”，14(GH),18(特養):ブッフェ※行事食 

20:Café えるむ(特養)：アイスロールケーキ，25:結核検診，25-26:市社協福祉体験学習(共催企画) 

25:土用の丑，30:えるむシネマ「いつでも夢を」 

8 

8:市社協福祉体験学習(共催企画)，11,23:特え部所別研修“褥瘡予防”，19:旭が丘地蔵盆 

24:Café えるむ(GH)：アイスロールケーキ，25:Salon de えるむ，28:特ショッピング(AEON 福知山店) 

30: G え部所別研修“権利擁護” 

手紙：敬祝祭案内／特え・G え運営推進会議／各 F 会 
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1,2,22:特え誕生日会，8:敬祝祭 2017(目で見て楽しむ、食べておいしい福知山弁当 2017) 

20:特えショッピング（AEON 福知山店），21:彼岸(おはぎ)，25:特え部所別研修“褥瘡予防” 

26:Café えるむ(特養)：パンケーキ～季節の果物を添えて～，27: MF 企画「September Sweets Party」 

28:えるむシネマ「てなもんや三度笠」 

10 

1:旭が丘防災ふれあい運動会，2,9,13:特え部所別研修“感染症対策～インフルエンザ，ノロウイルス～” 

2:G え部所別研修“事故／苦情防止”，4:月見(外出・団子)，9,28:特え誕生日会，9:屋外リハレク（空庭） 

10:GH 連絡会 GH オリンピック，10:おしゃべりクッキング（特養）， 

13:調え部所別研修“事故／苦情防止”，19:おしゃべりクッキング（GH），17:衆院選不在者投票所開設 

18:特えショッピング(AEON 福知山店)，26:Café えるむ(GH)：モンブラン 

手紙：来訪・面会(インフルエンザ・ノロウイルス)／特え・G え運営推進会議／各 F 会(初)／サービス実

施分析／年度福祉サービス目標活動実績経過報告 
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1,3,8:G え部所別研修“感染症対策”，2,30:特え誕生日会，2:Salon de えるむ 

8:福施連協愛いろいろ展※作品出展，9,10,13:防災シミュレーション 

9:調え部所別研修“感染症対策～インフルエンザ・ノロウイルス～”，11:介護の日大作戦 17 

14:総合防災訓練(地震・夜間想定)※自主訓練，15:特えもみじ狩り(外出:色とりどり紅葉御膳)（長安寺） 

16:G もみじ狩り，21:特インフルエンザ予防接種，27:特えショッピング(AEON 福知山店) 

27:えるむシネマ「ニッポン無責任野郎」，28:Café えるむ(特養)：モンブラン，30:X’mas ツリー準備 

手紙：インフルエンザ予防接種同意書 
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1-24:X’mas ツリー点灯、1:PF 企画“100th anniversary～100 年前何があったんかな?～” 

7,15:特え部所別研修“事故／苦情防止”、12:淳明小／えるむ交流会 

17:市ふれあい福祉フェスタ(外出／地域行事）※作品出展，見学(厚生会館) 

18:G え部所別研修“褥瘡予防”，19:Café えるむ(GH)：紅茶シフォンケーキ，21-25:冬至ゆず風呂 

24:X’mas 会※施設起案 ※行事食，27:特え誕生日会，28:餅つき，31:お飾り付け，31:年越しそば 

手紙：外泊・食品持込／特え・G え・通え運営推進会議／各 F 会／手順書 R 

1 

1-3:おせち料理※行事食，3:特え初詣(春影稲荷神社)，7:七草粥，8:新年会(新春祝御膳) 

17:特えショッピング(AEON 福知山店)，17:調え部所別研修“高齢者虐待” 

24:Café えるむ(特養)：紅茶シフォンケーキ，25,28:特え誕生日会，28:えるむシネマ「おしどり喧嘩笠」 

2 
3:節分(恵方巻き)※施設起案 ※鬼共有(3 施設)，5:市教委施設見学，勉強会 

6,12:特え部所別研修“権利擁護”，15:調え部所別研修“ノーリフティングケア” 
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20:G え部所別研修“ノーリフティングケア”，22:Café えるむ(GH)：チョコレートケーキ 

26,27:特え誕生日会 

来期事業計画策定／特え・G え・通え運営推進会議／各 F 会 

3 

3:ひな祭り※各 F 起案，12: MF 企画「お好み焼きパーティー“あなただけのお好み焼きを作りましょう」 

14,15:特え部所別研修“ノーリフティングケア”，15:Café えるむ(特養)：チョコレートケーキ 

21:彼岸(ぼたもち)，25:えるむシネマ『男はつらいよ～寅次郎頑張れ～』 

年度総括／サービス実施分析／長期備蓄食材・備品点検／文書(手順書)R／各 F 会(末) 

月例行事：みんなの広場，介護相談員，めがね Vr(隔月)， 

理美容〔Tanabe・きれい館・髪や※奇数月・真心※奇数月〕， 

月例イベント食：寿司，お楽しみメニュー※各 F 単位でメニュー検討，セレクトメニュー(1 回／w) 

月例業務／会議：記録 R，体重測定(第 1 週)，備品点検，監視・測定機器点検(第 2 週)，スピーチ(第 3 週)， 

こちえるコメント週間 20-27 日(2 月 20-25 日) 

代表者会議※但し、10 月,2 月,3 月は 2 回 

(上半期:年度福祉サービス目標活動実績経過報告・1 月分:事業計画・2 月分:事業報 

告)開催。10 月,2 月末,3 月末は拡大代表者会議※副 L 出席 

施設 L 会議，特養 NS 会議，SW 会議，調理会議，特養／GH 入居選考会議 

SQI，UK 清掃，「こちらえるむです」発行※1 月年賀，リハレク(各 F 2 回／m) 

その他：特養／GH 誕生日会，サービス担当者会議 

    ：サークル活動（書のある暮らし）4/18，6/20，8/12，10/23，1/22，3/22 

          （えるむシンフォニー）9/18，12/13 

          （カラオケ広場）7/16，11/19 

 


