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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、それぞれが地域福祉の拠点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。2018年度介護保険制度改正に適正に対応し、より効果的な運用ができる体制を構築する。 

＜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。 

 

・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。また、更なる業務効率化を推進し、ワーク・ライフバランス

に配慮した具体的な労働環境改善を行い、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。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月施行したが、取得率が70％になってしまったこともあり、今後、取得の促進に

向けて取り組む必要がある。 

 

・法人オリジナルQMS構築及び移行を進め、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＞ 

 基本システムは構築できたが、オリジナルQMSの構築が遅れ、移行をすることができなかった。現行のQMS

に沿って運用を行い、安心・安全と共に信頼あるサービスの提供を行った。 

 

・人材育成に力点を置き、高い理想とプロ意識を持ったスタッフの育成を行う。質の高いサービス提供を追求

し、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、引き
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続き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 S

デイサービス制度活用を奨励し、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，ホームページ・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。特に人材不足による経営への影響が増大する中、法人

構成員による英知と努力による人材確保に努め、経営の安定化を図る。 

＜評価＞ 

  福祉職場の人材不足は全国的であり、人材確保は困難を極めている。ホームページ，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、3月には外

国人介護技能実習生6名を配属することができ、今後も技能実習生の採用を進めていく必要がある。しか

し、人材確保は経営を逼迫させる状況が続いている。 

 

・社会福祉法人として地域貢献を果たすべく、幅広い福祉相談，社会資源の活用，地域や各関係機関と連携し

たソーシャルワークを、地域連携支援部を中核に積極的に展開する。また、保有する設備・機能の地域開放

による貢献活動を行う。 

＜評価＞ 

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に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、

コミュニティー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 ショートステイステイ） 

 

＜活動実績・評価(年度目標達成度)＞ 

1.稼働指示床数に対する年間稼働率において98.5％以上を達成する。 

＜月刊稼働率＞                                                              （%） 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

率 91.6 94.7 99.7 100 98.4 98.7 99.8 98.0 98.3 97.2 93.9 97.7 

・稼働指示床数に対する年間稼働率は97.3％となり、目標は達成できなかった。前年度末からのスタッフ減

により、受入れ可能床数が不確定な期間があり 4 月中旬に 45 床と確定したが、その床数に最終到達する

までに入院含め合計181日間の空床が発生した。更にスタッフ減が進み下半期は受け入れ体制が整えられ

ない中、退居が7件続いた為、退居後すぐに動けず、トータル400日の空床を作る事となってしまった。 

1-①･上半期も入居までに最大15日間の空床となり目標達成できていなかったが、下半期は更にスタッフ体

制が厳しくなり積極的な入居に動けず、退居から入居までに最大55日間空く結果となった。事前面接

は条件が合う対象者があれば入選会後実施できていたが、加算要件である認知症自立度等が対象外の

ケースも多く、また下半期は退居が7件続いた事もあり、追いつかない状態であった。 

1-②･骨折：1件，誤嚥性肺炎：2件，尿路感染症：2件の入院があった。誤嚥性肺炎による入院のケースで

は経口摂取可，不可の状態を繰り返され退院調整が伸びてしまったが、最終ターミナルケアにて受入

れする事となり、最大27日間の入院と長期化してしまった。 

   ・今年度は小さな事故も拾い上げ、原則 3 日以内に報告，検討を行い各報告書の提出もできた。た

だ、書類不備等による差し戻し後の再提出が遅く、結果的に危機管理委員会による管理表入力も遅

れ気味になっていた。また、是正処置内容は日誌にも上げるなどしているが、日々のケアに処置内

容が活かされず結果として同様の事故を繰り返すケースもあり周知徹底ができなかった。 

   ・ケアチェックはできなかったが、朝M等でCW間，NSからも陰洗ボトル使用の促しや指導はで

きていたが、実施できていないスタッフもあり尿路感染症による入院者も 2 名出てしまった。ま

た症状はあるが入院までに至っていないケースもあった為、次年度以降、確実にケアチェックを

行い再徹底していく必要がある。 

   ・入院後の見舞いは全ケース行き、病棟NSへの状態確認含めMSWとも連携を取ることができた。

しかし、病院内での連携，対応不足もあり、退院可の連絡を受けてから10日以上退院日が遅れた

ケースや、また、経口摂取可，不可を繰り返され退院調整が遅れ、最終ターミナルケアで受け入

れとしたケース等もあり入院期間が長期化した。 

1-③･12月にノロウイルス疑いでスタッフ1名診断，1月にインフルエンザA型にスタッフ1名が罹患した

が、利用者，他スタッフに拡大感染することなく終息できた。ただ、11 月末－12 月中旬に風邪が蔓

延した。重症化することなく終息したが、症状が出始めた入居者への対応等初動の甘さがあった。 
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        ・CW 会にて手洗い実施方法等を検討し対応継続していたが、手洗い場の故障や下半期初旬以降の

スタッフ減により支援不十分な状態となり、風邪症状蔓延の要因の1つになったとも考えられる。

以降、再徹底に取組み、現在では利用者，スタッフ共に習慣化し感染症への罹患もなく経過した。 

     ・部所別研修：4月“感染症対策～手洗いの重要性～”手洗いチェッカー使用 

            7月“感染症対策～疥癬症，白癬症～”NS対応 

      ＊嘔吐時の対応：スタッフ体制が取れず、5月に3名実施できたのみで以降も偶数月での実施はで

きなかった為、12 月に全CW 対象(N 専含)に感染対策セットを使用しての手技

の勉強会を実施した。以降、嘔吐発生時には確実な対応ができている。 

2.利用者個々が1日1日を大切にした、メリハリのある生活が送れるよう、サービスの質を上げる。 

 ・行事，余暇支援等昨年よりも計画的に進め充実した内容で実施できたが、日常の中ではゆっくりと利用者

個々と関わる時間を持てず、介護力，記録等含めサービスの質を上げるという目標は達成できたとはいえ

ない。しかし、限られた時間の中でも、毎日の利用者朝礼，簡単な日常の作業，行事時の飾り作り，編み

物等の余暇支援，外気浴等、個々の ADL に合わせた支援にも取り組めた。ただ、それらを記録に十分に

残す事ができなかった為、次年度も継続して取り組む必要がある。 

2-①･12 月中旬の内部監査にて、「24 シート」未完成のケースがあり指摘を受けた。是正にて 1 月中に全員

分の作成を完了したが、定期的な評価，更新までには至らなかった。 

2-②・スタッフ減にて遅出スタッフ人数の確保ができない事により、就寝時のパジャマ更衣への支援は確実

にできず朝ミーティングでの支援の確認もできなかった。スタッフ数増に合わせ来期以降、確実な実

施に向け取り組みたい。 

2-③･日中の余暇支援に充てる時間が取れず、酷暑，天候不順もあり散歩等の支援の回数は少なかった。ただ、

リフレにれや外出行事等ではSW，NSとも随時に連携することで計画的に実施でき、また中庭の花壇

整備や菜園の野菜収穫等も、空き時間を活用しながら支援できた。 

2-④・下半期はスタッフ体制上CW会未開催の月もあった為、月遅れで実施した研修も多かったが、計画し

ていた研修は全て実施できた。また、会議欠席者への別日研修も実施できた。 

（CW） 

3.確実な利用者の状態把握、及び介護力を上げる事により、エラーによる事故件数を前年度比30%減らす。 

・エラーによる事故は、前年度同等の 25 件発生し、目標は達成できなかった。ただし、小さな事故も拾い

上げ朝ミーティング等で多職種にて是正検討ができており、書類作成，提出含め流れは確立できてきたと

思われる。  

  3-①・6月より取り組み始めたが、以降リーダー自身に時間の余裕が持てずケアチェックは実施できなかっ

た。複数名でケアを行う機会が多い為、気づき時には互いにチェックし注意し合える環境は作れてい

る。ただ、その内容を記録として残せなかった為、来期は確実に実施できるよう取り組まなければな

らない。 

  3-②・NLPによる支援日程を十分に組む事ができず合格者を増やせなかった。2月以降CWが増えた事も

あり、最終8／14名の所持にとどまった。※N専除く 

     スタッフ体制により、スライディングシートを活用する時間が取れない現状もあり活用度は低かった。 

  3-③・朝M時やCW会では、入居者の変化等を確認し随時にSWにて更新もできたが、毎月、担当CWに

よる確認及びリーダー管理はできなかった。 

 3-④･2017年度分の事故内容及び是正処置内容を5月に一覧表にまとめデータ化はできたが、報告書等不足

分もあり内容の精査やチェックができず、活用するまでに至らなかった。 
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（NS） 

4.専門職としての知識を活かし、利用者が入院等なく過ごせるよう健康管理を行う。 

・利用者の状態把握に努め、必要に応じた家族への連絡により情報共有ができたことで、他科受診やターミ

ナルケア移行の指示がドクターから出た場合もスムーズな対応ができた。入院は8件あったが、他職種と

連携し受入れ体制を整え早期退院に向け取り組めた。 

4-①・毎月NS会内で勉強会を実施し、知識･技術の向上に向け意見交換や振り返りを実施した。また、新

たな知識を得る機会となった。内容によっては特養部長を通じ他職種にフィードバックはできたが、

有効であったかまでの確認ができなかった。 

4-②・「NS連絡ノート」は5月末で廃止できた。廃止後は看護日誌の充実やCW，NSの当日リーダー同士

で連携をとり情報の共有ができた。 

      日常の中でも余暇支援含め利用者との関わりは持てたが、｢生活支援記録｣への記録を残すまでに至ら

なかった。今後は記録に残すことを課題として再度取り組んでいく必要がある。 

（SW） 

5.デマンドとニーズを明確にしたケアプランを作成し、支援内容に沿ったケアの実施状況の管理を行い、成果

を得る。  

・入居者個々のデマンド及びニーズの把握をした上でのケアプラン作成ができたとは言い難く、個々に特化

した支援項目が少ない為モニタリング内容も薄く、確実な成果を得られたケースは少なかった。 

5-①・家族や各スタッフからの情報収集をした上で S 会を実施できた。ただ、業務都合により照会参加と

なるスタッフも多く、全職種で意見交換をした結果で更新，プランニングできたケースは少なかっ

た。※医療に関する事項は事前に打ち合わせ後実施する事が多かった。 

5-②・毎月の記録Rにてモニタリング内容は確認していたが、ケースによってはモニタリング抜けも多く、

個々に応じた支援を実施したという記録も少なかった。記録R後、支援不十分な担当CWへの個別

指導等が十分にできなかった為改善までに至らなかった。 

5-③・担当 CW による定期的な確認が実施できず、また、SW でも状態変化時等の更新以外は偶数月での

定期の更新，管理をする時間が持てなかった。 

〔にれの木園ショートステイ〕 

6.利用可能な床数に対し、年間稼働率Ⅱにおいて70％以上を達成する。  

・ショートステイ年間稼働率Ⅱ56.9％※除退所/含空床(18.6-19.2)となり、目標達成できなかった。 

＜ショートステイ稼働率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 82.2 84.9 64.4 69.9 58.1 75.8 72.0 81.1 76.2 63.4 57.1 80.1 

Ⅱ 0 0 62.7 69.9 46.9 61.5 69.8 62.3 59.7 44.7 35.0 48.5 

  6-①・スタッフ数減が続き、積極的な新規獲得等の調整に動けない中、利用可能床数を3床と決め毎月の予

約調整をしたが、1-2 泊を複数回利用される方が多く、また入院，入居等によるキャンセルもあり、

結果としてAve.は2.7と伸ばせなかった。 

  6-②・長期間利用されていた方の入居，入院等により急な空きが出た時には、延長や追加利用の連絡等で調

整はしたが、空きを埋めるまでには至らなかった。 

  6-③・現況調査は6月に一部利用者には実施できたが、以降は実施できず、また、居宅介護支援事業所から

新規受入れ依頼が入っても受入れ困難な状況が続き、PRもできなかった。 
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7.未把握による返却忘れを3件／年、までに抑える。  

・8件の未把握による返却忘れがあり、目標達成できなかった。※下記内容参照 

スタッフ間での確認不足によるミスが多い為、荷物チェック者と送迎担当者との連携を確実にする必要が

ある。 

18.4 衣類5点返却忘れあり。（体調不良により急な退所となった） 

18.5 ズボン1本（業者に洗濯に出ていた） 

18.6 ひざ掛け（居室内に残っていた） 

18.7 ショートステイ連絡帳+ケース（CWRに残っていた） 

18.7 違う利用者の鞄を間違って自宅まで届けた。 

18.9 残薬（CWRデスク上に残っていた） 

18.10 腕時計（居室内に残っていた） 

19.1 要洗濯の衣類（CWRデスク上に残っていた） 

  7-①・荷物チェックは施設課スタッフにも協力を得てダブルチェックを行ったが、担当者欄への記載抜け

や送迎担当者への伝達抜け等もあり、上記表内容の返却忘れが発生した。煩雑な業務の中でこそ確実

なチェック体制を確立できるよう、スタッフそれぞれが意識付けをする必要がある。不足となった理

由を明確に家族に伝える事ができたケースは1件のみであった。 

7-②・洗濯業者にショートステイ衣類が出てしまったのは1件のみだが、是正処置内容が徹底できていな

かった為に発生した。以降、汚染時等は日誌等での申し送りは実施でき発生していない。 

＜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。朝ミーティング等でタイムリーに

是正検討は実施できているが、その内容を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。 

・感染対策 

 ：ノロウイルス，インフルエンザ共にスタッフ各１名のみで利用者に拡大することなく終息できた。 しか

し、風邪症状の方への対応不足，スタンダード・プリコーションの甘さもあり、11月末-12月中旬に掛け、

風邪が蔓延してしまった。 

・菜園計画 

 ：ゴーヤ，大根，白菜，玉ねぎ，じゃが芋，さつま芋，チューリップ，あさがお，パンジー，コスモス畑は

用務員やデイスタッフにて苗の購入や寄付をして頂いた為、買い物支援等、利用者に関わってもらう支援

があまりできず、冬野菜の収穫時のみとなった。中庭は“リフレにれ”にて入居者と花の苗や球根を買い

に行き、植え付けも一緒に行うことができた。 

・水道光熱費 

 ：本年度のインフラにて一般浴漕の縮小工事を行い、水道料金の節約には繋がったと思われる。他大きな伸

びもなく使用量に問題は無かったと思われるが、照明，AC等のつけっぱなし等には今後も留意し節約に努

める必要がある。  

＜来年度への課題＞ 
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・スタッフ数及び力量を把握した上で、可能な限り稼働指示数に近い入居者，ショートステイ利用者を確保し

ていく必要がある。 

・感染症予防の為だけでなく、風邪，尿路感染症含め通常の体調管理の為にも、スタンダード・プリコーショ

ン，衛生面への対応を徹底していく必要がある。 

・事故発生後の是正処置内容を継続できるよう周知徹底の方法を再検討し確実な実施をしていく必要がある。

その為にも、ケアチェックを確実に実施できる体制を作っていかなければならない。 

・利用者，家族の声を聴き、また細かな事に気付けるスタッフを育成することで苦情の予防に繋げていかなけ

ればならない。 

・今年度、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を使いこなすまでに至らなかった。

次年度は早期に実現し、スタッフ，利用者共に負担のないケアを実施していかなければならない。 

・ケアプランを元にした日々のケアを行い、利用者の日常が分かる記録を残すことで、必要に応じ家族にもそ

の内容を伝えアピールできるよう取り組んでいく必要がある。 

 

（SW） 

・今年度、取り組みきれなかった「アセスメントシート」の管理を、他職種とも連携し確実に管理していく必

要がある。 

・利用者個々に特化した支援項目が入ったケアプラン作成により、モニタリング内容の充実を図る必要がある。 

（NS） 

・感染症の拡大には至らなかったが長期間風邪が蔓延してしまった。スタンダード・プリコーション及び感染

症発生時の対応方法等の周知徹底に継続的に取組みチェックしていく必要がある。 

〔にれの木園ショートステイ〕 

・受け入れ可能床数に対する目標稼働率を達成できるよう、各居宅介護支援事業所とこまめに連携していかな

ければならない。 

・「ショートステイ連絡帳」に利用中の変化等が抜けなく記載でき家族に確実に伝達できるよう、日々の観察と

記録の充実を図る必要がある。 

 

にれの木園 デイサービスセンター 

＜活動実績・評価(年度目標達成度)＞ 

1. 安定した収益維持の為に、Ave12名以上／日、を目指す。 

   ※2018年度実績：Ave10.7人／日、開所日数 300日 延人数 3,212人（2018.4-2019.3） 

各月開所日数                                       （人） 

 月 4  5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

開所日数 25 27 26 26 27 24 27 26 25 26 20 21 300  

・結果、目標は達成できなかった。原因として入院等の利用休止が多くあり、新規利用者の獲得の広報も弱

かった。申し込みは複数あったが、申込者の大半は入浴希望があり、18.4-スタッフ数減や入浴設備都合で

一日に入浴者が最大10名前後しか対応できなかった。（新規利用者：4名・曜日追加利用者：12名） 

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 11.3 10.1  10.1  10.4  11.0  11.0  10.1 10.9  11.3  11.0 11.5  10.4 10.7 
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・19.2-CW数減の為、毎週土曜日を急遽定休とした。結果、顧客を失う要因ともなり実績にも影響した。 

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た。 

・実績返送時“各曜日の空き状況表”と実績表に記載し各居宅介護支援事業所へ送り、またS会等を

活用し居宅CMへPRした。 (センター見学対応3件)。センター便りは準備不足で予定月分全て発

行できなかった。結果新規利用者4名と，利用曜日追加者12名を獲得できた。 

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(5件)。また入院中や退院後に訪問し，状況確認を行った。得た情報

はデイサービス内で共有し支援内容を適宜変更した。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に柔軟に対応した。不定期利用の利用者や受診

等都合で短時間利用希望にも柔軟に対応できた。 

  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・安全なサービスを提供する。 

  ・ご意見箱に投函された要望や実施したみんなの広場からの意見を確認し、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。前年度も利用者の意見の中で設備面での新規設置要望があり検討を行っ

たが、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スタッフ体制もありマ

ンネリ化となってしまい課題が残った。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、ラジオ体操、唄体操等、計画的に実施で

きた。 

・デイサービス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。しかし、利用者個々の参加状況を記録できたが、

スタッフ体制都合で次の支援に繋げることがなかなかできなかった。 

2-②･個別ケアが実践できるよう焦点化した内容に変更できたケースもあったが、全体としては作成が遅れ、

適宜更新ができなかった。「ケース・モニタリング記録」へも利用時の気づき，利用状況を詳細に記

録することはできたと思うが画一的な記録となった。 

  ・実績返送時体調含め、「デイサービス計画書」の内容について進捗を連絡できた。 

    ・毎月デイサービス会で検討必要な利用者の「デイサービス計画書」が検討できた。 

    ・担当CMからのS会にほぼ参加できた。しかし全てのデイサービス計画書へ反映はできなかった。 

2-③・デイサービス満足度アンケートを1月中に実施予定であったが、今年もアンケート内容を検討しき

れず実施できなかった。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

スタッフのケア，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。 

  2-④・ご意見箱の意見について、夕ミーティング時に検討はできたが「デイサービス日誌」には全て残せ

なかった。デイサービス会，みんなの広場において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。 

3. 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。 

・スタッフ間で日々話し合い、意図的に会話をし、思いを傾聴し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、更に心に寄り添い、個別ケアが実践できるよう改善する必要がある。 

3-①･5,10 月デイサービス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
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ては遅延し、今年度中に作成完了できなかった。 

3-②･部所別研修について準備不足の為計画的に実施できなかった。来年度は担当制とし、確実に実施する。 

3-③･Sデイサービス研修へ内外の研修を含め広報したが達成できなかった。 

 3-④･『月刊デイ』の1コーナーを取り上げて偶数月に1回デイサービス会にて勉強会を予定したが、各担当

者の準備不足で毎回実践できなかった。原因は啓発不足と各担当者の認識のなさであった。次年度は確

実に実施しスキルアップする。 

＜来年度への課題＞ 

・目標稼働率達成の為、引き続き地域包括支援センター，居宅介護支援事業所にPRを行い、新規利用者を継

続確保する。 

・入浴提供について、現状の設備，スタッフ体制では提供人数に限界がある。しかし、新規利用希望者の大半

が入浴希望であり、今年度中も新規で申し込みをされ曜日調整など行ったが利用までに至らなかったケース

が複数あった。稼働指示，更なる新規獲得の為に業務内容も含め、スタッフ体制，設備の改善が必要である。 

・デイサービスの各様式が一部QMSルールに追いつかなかった。（「デイサービス日誌」・「ケース・モニタリ

ング記録」の内容，表記等）早急に更新する。 

・利用者が少しでも長くデイサービスを利用して頂けるよう、引き続き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く。 

・今年度も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た。

今後も継続して実施する。 

・スタッフ質の向上について、法人内外部の研修に参加できたスタッフは少なかった。また会議内で予定した

勉強会も意識が弱く、啓発したが実施できなかった。スタッフ体制の厳しい中ではあるが、無理のない範囲

でスキルアップし、利用者の多様なニーズに応えていく。また、部所別研修が計画的に実施できなかった。

次年度は担当制とし、確実に実施する。 

・稼働日について、19.2.1-土曜日営業を休止する事となった。それにより顧客を複数損失し、稼働率に影響し

た。再開時は新規，既存利用者含め、利用者を獲得する。 

・生き生きふれあいサロン出講について、スタッフ体制都合にて 19.2-やむを得ず出講中止となった。空心福

祉会，にれの木園デイサービスをアピールする為にも体制が整い次第再開依頼する。 

 

2018年度にれの木園年間活動実績 

月 活動内容 

4 

3:花見(お花見弁当)※行事食、6:府議選不在者投票 

12,13,21,26:特に部所別研修“感染症対策～手洗いの重要性～” 

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:サークル活動“書のある暮らし” 

10,16:特に部所別研修“高齢者虐待”，“身体拘束廃止” 

18,23:特に部所別研修“介護スタッフが目指すもの”、21-25:府介護等体験、 

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

24:リフレにれ（外出:綾部バラ園） 

手紙：敬老式典ショートステイ休業のお知らせ 

6 
6:ほのぼの亭、12:花の日訪問,18,25,7.30:特に部所別研修“権利擁護” 

手紙：納涼盆踊り大会案内，来訪・面会（食中毒） 
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7 

7:七夕(七夕料理)、13,30,8/17,18:特に部所別研修“感染症対策～疥癬症，白癬症～” 

19:結核検診、20:土用の丑、21:納涼盆踊り大会※行事食、30,31:市社協福祉体験学習(共催企画) 

手紙：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 15:村尾亞紀ショー、手紙：敬老式典案内発送 

9 
9:敬老式典・集い ※行事食 ※ショートステイ休業、18:サークル活動“書のある暮らし”、25:お月見 

満足度調査発送 

10 

4,5:職場体験学習、15,19:府介護等体験、18:秋の運動会(運動会弁当)※行事食※いただきます地元産PR 

28:ふれあい福祉フェスタ(外出：厚生会館) 

手紙：来訪・面会，インフルエンザ予防接種補助申請書／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:福施連協愛いろいろ展※作品出展(外出：市民交流プラザふくちやま) 

10:介護の日大作戦18(外出：福知山駅北公園)、12-16:府介護等体験 

14:介護の日行事 みどり保育園来訪、16:紅葉狩り(外出:三段池) 

18:ほのぼの亭(スイーツバイキング)、19:サークル活動“書のある暮らし” 

20:総合防災訓練(避難・通報・消火)〔火災・夜間想定〕消防設備点検 

21:インフルエンザ予防接種 

12 

1-25:クリスマスツリー点灯、10,1.16,2.20:特に部所別研修“事故／苦情防止” 

14,18,19,20,22,24:感染対策勉強会（実技）、21-25:冬至ゆず風呂、25:クリスマス会※行事食 

28:餅つき、30:お正月飾り付け、31:年越しそば、 

手紙：面会・来訪(感染症) 

1 
1-3:おせち料理※行事食、3:サークル活動“書のある暮らし”、7:七草粥、7:新年会※行事食 

14:どんど焼き 

2 
3:節分、13,22,3.13:特に部所別研修“空心QMS” 

来期事業計画策定 

3 3:ひなまつり、11:第三者評価受診、13,22:勉強会“身体拘束廃止”、22:堀児童館交流会 

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／年) 

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 

特養CW会議（12,1:スタッフ体制により実施せず），特養NS会議，SW会議，施設リー

ダーm，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 

実習等受入：（その他）桃映中体験学習 市社協福祉体験学習 府介護等体験 
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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ステイ） 
 

＜活動実績・評価(年度目標達成度)＞ 

1.稼働指示床数に対して、年間稼働率 90.0％以上を目指す。 

 2018年度実績：83.1％（18.4-19.3）   

・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：60                             (％) 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

稼働率 81.6 82.5 81.1 83.4 84.0 82.7 83.6 81.6 83.1 83.2 84.2 84.0 

⇒稼働率低下の要因 

稼働指示床数(60床)には及ばず、-18.6 50床／18.7- 51床での稼働となった。また、年間で入居12件，退

居11件，入院13件あり、入選会にて入居者決定後、速やかに事前面接を実施し入居準備を進めたが、体

調不良により入居までの期間を要した。また、入院期間の空床を埋めることができず、更に急な退居に対

する次期入居者を確保しておくことができなかったことが原因と考える。 

1-①・支援部と連携し、入居待機者状況は把握できたが、急な退居に対し確実に確保できていなかった。 

※2018年度実績：空床期間最大14日 

  ・上半期の反省を踏まえ、入選会後は速やかに事前面接を実施できたが、入居の日程調整を行う中、家

族都合や体調不良等により、退居から入居までの期間が最短で2日、最長で14日間を要した。 

1-②・入院件数 13 件の内、転倒，転落等による骨折での入院が 3 件発生した。前年度の 6 件発生に対し、

件数は減少した。 

・「転倒，転落リスク者表」を作成し、各グループ 1 回／月、朝ミーティング時に支援内容を確認，検

討することとしたが、上半期は月半ばでの確認，検討となるグループもあり、下半期は月初の確認，

検討とその促しを行うこととしたが、上記表を認識していないCWもあり、リスク者アップするリー

ダー以外の CW の意識が低く、活用には至らなかった。しかし、上記表の認識や意識は低かったが、

各グループ内、朝 M 時には転倒，転落に注意する必要がある旨確認できたことで、必然的に意識し

たケアに繋がった結果、骨折での入院は減少したと考える。 

・上半期、事故発生後、「介護日誌」にその是正処置内容を明確に残し、申し送りできているグループは

ほとんどなかった。また、事故を認識できておらず、さらに報告漏れも重なり、事故自体が明確にな

っていない現状であった。下半期はグループや CW 個々による差はあるものの、事故内容を把握後、

是正処置を行い、「介護日誌」で申し送ることで共有することができたが、タイムリーさには欠けて

いると思われ、今後は事故内容の把握後、速やかに是正処置を行い、共有する必要がある。 

2.入居者個々との関わりを大切に、信頼関係を築き、安心して生活できるよう支援すると共に、ケアの質を向

上させる。 

・上半期、入居者個々とのコミュニケーション不足が伺える中、信頼関係を築くことを大切にした日々の関
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わりは十分にできていなかった。まずは信頼関係を築くことで、入居者の安心した生活に繫がることを認

識する必要があると思われ、8月部所別研修 “コミュニケーション”では、コミュニケーション不足であ

る現状を認識した上で、関わることの大切さや、関わりを持つことで入居者の笑顔や思いを汲み取ること

ができること等を再確認できた。結果、個々の意識改革に繫がり、より丁寧なケアを実施することで、ケ

アの質は向上しつつあると考える。 

2-①・上半期、日々のコミュニケーションに加え、意識して入居者と関わる時間を確保し、その内 容を記

録できている CW とそうでない CW の差が大きく、またグループ内での促しも不十分であり、 記

録によるスタッフ間での情報共有には至らなかった。下半期はグループ内での促しにより、担当CW

として関わる時間を確保することを意識するCWが増え、記録も増えたことにより、他部所を含めス

タッフ間の情報共有に繫がった。 

   ・CW個々による差があり、1回以上／月、「介護日誌」，「生活支援記録」に担当として記載できたCW

は各グループ2名程度であった。また入力，記載方法が周知できておらず、各グループ会内で周知を

図った。しかし、関わりの時間を確保し、生活状況として「介護日誌」に入力，「生活支援記録」に記

載はできているも、“担当”と入力，記載ができていなかったことで、担当としての関わりであったこ

とが明確にならなかった。 

   ・グループリーダーによる毎月の記録R時間の確保が厳しく、同時に記載の有無の確認も遅れたことで、

毎月確実な確認ができなかった。しかし、グループ会内やその他必要に応じての促しはできた。 

2-②・N リーダーケアアイテムの使用について、入居者個々の状態に合わせた適切な使用方法の確認ができ

ておらず、統一したケアの提供には至っていない。また、ノーリフティングケアに関する意 識の低

さに加え、Nリーダー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するCWが増え

たものの、ただ携帯するだけの現状で、確実な使用に至っていない。しかし、19.3第3回全体研修“ノ

ーリフティングケア”を受け、入居者，スタッフ共に安心で安全なケアの提供が必要であることを再

確認後、スライディングシートを使用する頻度も増えた。今後はグループ内で入居者個々の状態に合

った使用方法を検討，確認しスタッフ間のケアの差異を無くし、統一したケアを提供する必要がある。 

・上半期「ケアチェック表」を基に全項目に対し、1 回以上／6 ヵ月、実施できたグループはなかった

が、各グループ1-2 名の実施はできた。下半期はグループ間で連携し、実施時間を確保できる体制を

作り、さらにチェック優先者順を決めて実施することとしたが、部所内での意識の低さと促しがなく、

各グループ全く実施できなかった。また、進捗状況を共有する場を確保することができなかった。さ

らに、今年度は骨折等による大きな事故は減少したが、ケアに対する細心の注意欠如も含め、内出血，

表皮剥離等の発生数が増加したことにより、適宜ケアチェックの実施と、必要に応じてレクチャーや

指導を行うことで、丁寧で安心・安全なケアの実施を目指し、リーダー間での共有を図る必要がある。 

・「スライディングシート／スライディングボード使用ポイントチェック表」を基に1回以上／6ヵ月 

実施できたグループはなく、進捗状況を共有する場を確保することもできなかった。 

まずはCW全員がNリーダースタンダード試験合格と、スライディングシートを個人携帯し、適時 

使用できるようにすることと、早期のスライディングボードの導入を目指し、グループ間，リーダー

間での共有を図る必要がある。 

・9，3月の定期レビューが完了した。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・月間目標に掲げ、各グループ，部所毎に具体的取組内容を決めて取組んだ。 

    4-7月“入居者個人にあった整容”（口腔ケア・洗顔・整髪・服装） 
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     どの項目に対しても意識の低さが感じられたが、意識向上の為、月毎に取組み内容を目に     

触れる場所に貼り出す等の工夫をするグループもみられた。また口腔ケアに関しては、入居者個  々     

の実施方法が不明確で統一できておらず、必要に応じたケア用品の準備もできていない現     

状であった。さらに、実施方法がわからないCWや、CW間で確認し合うこともないグループもあ

り、ターミナルケア開始に伴い、慌てて実施方法やケア用品を見直すこととなったケースが数件あ

った。今後もケアの質を向上させる為、常日頃より、CW個々が意識し、必要に応じて実施方法を

見直し、CW間，グループ内で共有する必要がある。 

    8-10月“環境整備”（居室・共用スペース） 

居室内は通常の清掃以外、実施できていない現状であり、上半期、S 会時に居室内テーブ     

ル上のほこりについて家族より指摘を受けた。なお、洗面台，カーテンの汚れについて苦情を頂く

こととなり、3 グループで共有し、居室清掃時のみではなく、口腔ケア実施後は洗面台の掃除を実

施することを心掛け、また順次カーテンの洗濯を行う等、頂いた苦情に対しての対応を行った。ま

た、清掃以外にも、ターミナルケア中の居室環境を整える等の配慮に欠ける部分がみられたが、下

半期はターミナルケアに関する意識がやや向上しつつある中、居室内家具等の設置位置を見直し、

ソファーを設置することで安楽に過ごせるよう配慮した対応もできた。また、共有スペースについ

て、NS会より床の汚れが目立ち、食残も多い現状であるとの意見を受け、9月は3グループ，Office

清掃も含め、居住棟の清掃を実施することで、食残も少なくなっていたが、下半期、意識の低下も

みられ、継続して実施することが今後の課題である。 

11-3月“感染予防”（手洗い・室温調整・加湿・換気等） 

ここ数年、毎年のように感染症が発生している中、感染症発生“0”を目指し、入居者，スタッフ

共にスタンダード・プリコーションの徹底や、必要に応じてマスク着用の促しを行った結果、感染

症発生“0”で経過した。しかし、入居者の、食前の流水での手洗いが徹底できず、手指消毒のみ

となっている現状であり、手清拭の実施を促すも確実な実施には至らず、引き続き今後の課題とし

て取組む必要がある。また、こまめな訪室による室温調整の意識が低く感じることもあった。加湿

についてはグループによる意識の差が大きかった。また、換気についてはOfficeより館内放送で促

すことで実施できたが、暖房を点けたまま換気していることもあり、コスト面の意識は低いと感じ

る。今後も特に注意すべき時期は勿論、継続した実施が必要である。 

2-④・事業計画通り部所別研修を実施した。※年間活動実績参照 

   7，9 月の部所別研修(時間内)については、人材育成委員会より参加人数不足であるとの指摘を受け、

別日を設定して研修を実施したが、日程調整がかなり厳しく、3 月にようやく終了できた。次年度に

向け、2 月の実施では、CW の参加方法を工夫し、どのグループ会への参加でも可能にしたことで、

何とか参加人数を確保することができた。今後も部所別研修の必要性を CW 個々が認識すると共に、

参加を促す必要がある。 

8 月“コミュニケーション”では、ユニットリーダーを中心とした研修を基に、グループ毎の取組み

としてマニフェストに絡めて取組んだ結果をまとめ、10月“法人実践・研究発表会”に繋げた。 

   11月“感染症対策～感染性胃腸炎～”では、実技として、NSを中心に嘔吐時の処理を実施    し

た。感染症が発生した際の初動や対応方法，手順を学んだ。今年度は感染症の発生は無かった

が、念の為の対応を実施した際の手順の間違いや、必要物品の準備ができない等の課題が残っ

た。感褥委の取組みも含め、全 CW が適切な対応ができるようリーダーを中心としたレクチャ

ーが必要である。 
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2-⑤・4 月の各グループ会内で、実施時期，内容を考え、各グループ 2 回以上／年、の実施ができた。かつ

らグループにおいては、8 月に実施した際、ターミナルケア中の入居者にも参加して頂くことができ

たり、各会議や全体朝礼を利用してアピールしたことで、他職種にとっても楽しみのある企画となり、

結果、他職種が協力し、楽しめたグループ企画となった。2 月に実施した企画では、外出リスクの高

い入居者のデマンドに合わせた外出企画となり、NS の同行や、もしもの際のドクターとの連携も行

い、外出可能である時期を逃すことなく、デマンドに沿った他職種協働での企画を実施することがで

きた。今後も、入居者のデマンドを重視した企画を、他職種協働で起案，実施する。 

     ひのきグループ 18.11.26 「電車にのっていつもと違う景色を楽しもう」 

             19.02.19 「美味しいおやつを食べながら2018年を振り返ろう」 

    かえでグループ 18.06.25，18.09.27 「回転寿司で満腹食べよう♪」 

             19.03.16 「たこ焼きパーティ」 

    かつらグループ 18.08.27 「夏だー スイカ割りだー」 

             19.02.04 「～たまには外食してパーッとやってもいいんじゃない！～」 

2-⑥・「ヒヤリ・ハット Mail」の提出件数，目標達成者は以下の通り、目標は達成できなかった。上半期は

提出意識が低く、下半期は、目標達成に向けて危険予測の向上，是正処置内容を検討後、周知を図る

ことで事故を未然に防ぎ、ケアの質の向上を図る為、各グループ会で啓発したが、目標達成に向けて

取組むCW とそうでない CW との差は大きく、上半期，下半期を通して全く提出できていないCW

も多かった。 

提出件数 ：上半期31件   下半期27件 

目標達成者：上半期3／28人  下半期6／29人 

（CW） 

3.施設ケアプラン「24シート」を活用し、入居者個々のデマンドを的確に捉えた支援を行う。 

・上半期、全入居者分の「24シート」はできたが、その内容はCWによる差がみられ、他スタッフの確認，

追加，訂正を含め、見直し期間を設けているも、ほとんど目を通せていない現状である。引き続き個々の

デマンドを的確に捉え、内容が充実し、活用できるまでのレベルアップが必要である。 

3-①・S会前には担当CWにより「24シート」の見直しを実施しているが、他スタッフの確認は不十分であ

る。また、随時見直しについては、CWによる差がみられるも、何とか更新できている現状である。さ

らに内容の充実した「24シート」とするべく、他スタッフの意見を反映させる必要があり、見直し方法

の検討が必要である。 

（NS） 

4.入居者の健康管理及び維持に努める。 

・1 回／週 必ずV/S チェックを実施することで管理を行った。4 月に感染性胃腸炎と思われる症状の入居

者があったが、ノロウイルスの簡易検査で陰性であった。その後、便培養を提出するも結果は陰性であっ

た。原因不明のまま重症化することなく終息し、体調不良の早期発見と、ドクターとの連携により早期対

応することができた。また、朝M等にてNS間で情報共有を行い、ドクター，他部所や家族と連携を図り

ながら維持に努めることができた。 

4-①・2回／月 各棟のリハレクは実施できたが、NSの体制上、満足できる実施には至らなかった為、下半

期は各棟 1 回／月、に目標設定を変更した。目標を変更したことにより、1 人で実施する事がなく、

他部所に迷惑をかける事もなく、充実し実施できた。歌が好きな入居者が多く、今後は内容の検討も

必要である。 
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5/17晴風Cホールにて大リハレク大会を実施し、他施設の利用者も数名参加して頂けた。10/18屋外

（ゲートボール）を実施し、怪我なく、スタッフ，入居者みんなで楽しむことができた。 

   ・“パタカラ体操”は確実に実施できている。今後も口腔機能低下防止の為にも引き続き実施し 

ていきたい。 

4-②・4月は感染症拡大の為屋外，談話テラスでの実施はできなかった。また、5-9月も天候（雨・猛暑の為）

実施できなかった。10月に2回談話テラスにて実施できた。リハレクの日の天候による為、今後は日

を決めず、天候に恵まれた日に外気浴等を促す必要がある。 

4-③・全利用者が関わりを持てる作品ということで、全利用者の手形を取り、その手形を利用し作成する作

品を 1 つ考えた。しかし、NS の体制上、優先すべき実務に追われ、作品作りに苦戦している状態で

もあり、2 作品以上／年、は厳しい事と、さらに手形での参加以外に全利用者が関わりを持てる作品

ができるかというと、利用者の ADL やニーズ的にもおそらく無理ではないかと思われた為、1 作品

／年 に目標設定を変更した。それにより、手形は全員取れ、スタッフも数名取ることができた。取

った手形を木の花に見立てた作品が完成した。 

4-④・主にS会後に看取りの意向について確認し、入居者全員の意向が確認できた。 

   ・NS会にて確実に実施できた。 

6月 在宅死のリアル-長尾和宏先生インタビューを元に勉強会 

     9月 エンディングノートについて 

     11月 石飛幸三医師の“特養で死ぬこと・看取ること” 

    1月 “看取り士”について 

2月 “終活ライフケアプランナー”について 

今後、施設で看取りをする入居者も多くなると思われ、知識向上の為に継続していく必要がある。 

（SW） 

5.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。 

 ・相談ラウンドやケアプラン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

の人らしい暮らしの提供を、SW 発信で実施することができなかった。しかし、他職種協働による実施に

はSWとしての関わりを持つことができた。今後も様々な視点で確認し、SW発信による他職種協働によ

り実現に努めていく必要がある。 

 5-①・「アセスメントシート」はS会に合わせ、担当CWに確認後更新できた。また、入退院時や状態の変

化時等、随時他職種からの情報提供や、各会での確認により更新できた。タイムリーさに欠けること

もあり、今後も情報発信源であることを認識し、かつ情報共有を図る意味でもタイムリーなデータ更

新を行う必要がある。 

 5-②・サークル活動(カラオケ広場)は4回／年、の目標に対し、5，8，12，3月に予定通り実施できた。“晴

風すまいる”は2回／年、の目標に対し1回のみの実施となり目標達成できなかったが、11月のひの

きグループ企画と合同による外出企画として実施することができた。今後もカラオケ広場，“晴風す

まいる”を実施するが、回数については検討が必要である。 

 5-③・S会時には、家族，他職種と支援内容を十分に検討でき、内容を共有した支援ができた。 

   ・「S 会参加にあたって」の聞き取りシートは、S 会前に配布し回収できた。内容は家族の希望，意向

よりも、気になることへの質問や確認が殆どであった。S 会時に返答することができ、「支援計画」

に反映する内容はなかったが、より情報共有できるようになった。 

 5-④・自身の気持ちを表現できる入居者において、ターミナルケア期に向けての過ごし方や、現在の気持ち



 

社会福祉法人 空心福祉会 

を伺う機会が十分に持てなかった。聞き取りできた内容は、RSW が私の姿と気持ちシートに入力，

反映した。 

   ・相談ラウンドにて聞き取る努力はできたが、その内容を「生活支援記録」に記載することはほとんど

できず、1 回以上／6 ヵ月、の目標には全く届かなかった。今後もさらに日々の関わりや会話から、

気持ちを引き出す努力と、その内容を記載することで、他職種との情報共有に努める必要がある。 

 5-⑤・SW 会で対象者の選定をし、家族への協力依頼を行った。6 月に 1 件実施した際は、墓参りと自宅で

家族とゆっくり過ごすことができたと喜んで頂き、満足を得られた。もう1件対象者として、超高齢

で、外出機会がほとんど持てていなかったこともあり、家族に相談し、自宅への外出を提案した結果、

家族皆で協力し、家族だけの外出を試みる結果となった。家族からは、提案がなければ考えてもいな

かったが、短時間でも家族皆で自宅で過ごすことができ、良い思い出になったと喜んで頂くことがで

きた。2 件以上／年、目標を達成することはできなかったが、入居者のデマンドを汲み取り、家族に

提案することの重要性を感じた。 

〔晴風 ショートステイ〕 

6.年間稼働率 80％以上を目指す。※指定床数に対しての稼働率 

 ※2018年度実績：Ⅱ9.2％※除退所／含空床（18.4-19.3） 

 ・年間稼働率には全く及ばず、目標達成はできなかった。（-18.6 2床／18.7- 1床 調整） 

＜月別稼働率＞                                （％） 

 稼働指示床数に対し、特養，ショートステイ床数の調整として、-18.6 2床／18.7- 1床での調整とした。 

 1床のみの稼働に対し、上半期は10名の登録者の内5名の利用者が定期的に利用される状況であった。下

半期は、ショートステイ利用者が特養への入居が決定したことに伴いショートステイ利用者が減少する中、

新規利用者の確保に努めると共に、空床をつくらないよう調整に努めた。引き続き、特養，ショートステ

イ床数を調整しつつ、今年度までに新規獲得した顧客に利用継続して頂くことで、稼働率を維持していく

必要がある。 

6-①・定期的に利用のある利用者家族，担当CMに利用状況を伝える等、情報共有を行っているがその他登

録者の現況確認まではできておらず、今後の利用に向け、定期的な現況確認を行う必要がある。 

 6-②・空床を1日でも埋める為、居宅介護支援事業所へ空床状況を伝え、利用者を確保できたが、入居者の

外泊や入院等による空床発生時の対応ができなかった。 

7.クレーム，返却忘れの発生件数を無くす。 

 ・クレームはなし。返却忘れは上半期に3件発生した。 

 ※2018年度：クレーム0件，返却忘れ3件（18.4-19.3） 

7-①・事前連絡の際、体調面等の確認に加え、前回利用時の意見や要望を確認したが特に無かった。退所時

には利用中の様子をより詳しく伝えることができた。 

 7-②・返却忘れ 3 件(5・7・9 月に各 1 件)発生により、目標は達成できなかったが、不明物品は 0 件に抑え

ることができた。※2018年度：返却忘れ3件 不明件数0件（18.4-19.3） 

   ・上半期「受け入れ確認表」への記入方法が周知できておらず、特に居室以外での預かり物が明確に記

入できていないことが返却忘れに繫がった。また次回利用時の「受け入れ確認表」の渡し忘れが、同

利用者に対して 2 回あった為、9 月グループ会内で再度「作業手順書(受け入れ・送り出し)」を確認

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Ⅱ 10.6 6.7 6.6 8.9 9.0 8.8 8.1 9.5 8.9 8.9 10.5 10.1 
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したことで、記入方法の周知を図ることができ、入退所時の荷物チェックを確実に行うことに繫がり、

下半期の返却忘れは無かった。 

   ・4月グループ会内で「作業手順書(受け入れ・送り出し)」を確認したが、新入，異動，フォロースタッ

フに対し、説明する機会が無いままであり、返却忘れを0件にすることができなかった。 

 ＜その他＞ 

 ・救急搬送：0件（特養：0件・ショートステイ：0件）・行政報告：事故3件（骨折3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，ピーマン，オクラ，プチトマト，じゃが芋，さつま芋 

 ⇒収穫した野菜は日々の献立や行事で使用し提供した。 

 ・物品破損 

  ：発生件数：90件(過誤15件・事故45件・不明30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の原因追究

をするも、明確にならないこともあった。また、取り扱い時の意識の低さも原因と思われる。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持つ必要がある。 

 ・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，スタッフ会において夏季，冬季を中心に無駄な使用の

ないよう促しを行ったことで、スタッフ個々のコスト削減意識向上に繫がったと考える。 

 ・消耗品 

：ストック定数を見直し、グループ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。 

 ・晴風敬歓祭2018 

：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ではなく、早めの判断とし、雨天バージョン

でのプログラムで、縮小開催とした。各棟での食事会と屋台を楽しんで頂け、入居者，家族，スタッフ

が一体となり、共に楽しめた行事となった。 

 ・感染症 

：4/3-感染性胃腸炎と思われる症状が、3棟合わせて17名に蔓延した。しかしノロウイルス簡易検査の結

果は陰性。同日に便培養も提出したが結果は陰性。重症化することなく、原因がはっきりしないまま4/20

に終息した。4/4中丹西保健所に報告し、健康調査表にて適宜報告を行った。4/17には17名に達し、翌

4/18には中丹西保健所の立ち入り調査を受け、現状報告と対応方法の確認，注意事項について指導を受

けた。近隣のインフルエンザ流行状況に合わせて、感染対策EMRレベル2を発令し、注意喚起を行い、

スタンダード・プリコーションの励行と、来訪者，面会者には、受付窓口での体調面の確認，必要に応

じてマスクの着用を促す等、細心の対策を行い、入居者，スタッフ共に罹患することなく経過した。  

 ・マニフェスト 

  ：“地域貢献活動に取り組みます” 

    ・地域貢献として美化作業を行った。実施の際、地域住民とのコミュニケーションを図ることができ

たことについては良かったと思われるも、3 回以上／年、取組み目標に対し、達成できたスタッフ

は6人／42人と非常に少なかった。グループによっては互いに声を掛け合いながら参加を促す等、

意識の違いもみられた。部所によっては参加しづらい時間帯でもあり、参加率にも差ができた。ま

た、申請者がいても天候により中止することもあったが、全体を通して、参加ショートステイ思う
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気持ちは高かったと思われる。 

  ：“ありがとうと感謝の気持ちを伝えます” 

    ・入居者や家族に対しては感謝の気持ちを伝えることができたが、スタッフ間同士は、「してもらって

当たり前」の気持ちからか、言葉にして感謝の気持ちを伝えることが少なかった。感謝の気持ちは、

伝えなければ相手に伝わらないこともある為、意識して伝えることも大切である。 

  ：“心を込めて挨拶します” 

    ・ただ単に挨拶するのではなく、相手の顔を見て挨拶することがより大切であると感じた。 

     また、挨拶することが、コミュニケーションの一歩となることを実感できた。今後も誰に対しても

気持ちの良い挨拶ができるよう、スタッフ個々が意識することが大切である。 

＜来年度への課題＞ 

（CW） 

・スタッフ間の連携不足、伝達忘れや報告漏れ等の課題が残った。情報共有の為には、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、CWが参加することで、入居者との繋がりを構築する事が大切であり、今

後もできるだけの調整を行う。なお、中六人部小学校閉校により、共催企画が減少した。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，状態把握が不十分である。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し、入居者だけでなく、家族との積極的

なコミュニケーションによる情報共有も大切に、信頼関係を築いていく必要がある。 

（NS） 

・リハレクを実施する中、歌が好きな入居者が多く、昔の歌謡曲や童謡を口ずさんでおられる方も多く見ら

れた。ニーズも多くあり、発声する事は、口腔機能訓練にも繋がる為、気軽に歌が歌える環境を提供する

必要がある。 

・リスクの高い入居者も、ドクターと連携しNSが付き添うことで、実現できるデマンドがあると考える。

入居者，家族等からデマンドを多く情報収集し、「できない事はない」精神で実現できるよう他部所と連

携する必要がある。 

（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。また、他職種との協働による、その人らしい生活の実現を目指す。 

〔晴風 ショートステイ〕 

・定期的に利用される利用者や、新規獲得した顧客の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。 

・稼働率を維持するよう、各居宅介護支援事業所へ密にショートステイ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。 

2018年度晴風年間活動実績 

月 活動内容 

4 

6:花見(外出・花満開弁当)、13,16,19,20:特晴部所別研修“高齢者虐待” 

17:調晴部所別研修“感染症対策～食中毒～”、24:中六人部“こいのぼりお披露目式” 

27: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)／各グループ会／サービス実施分析 
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5 

5:端午の節句(外出・端午の節句弁当)、11:調晴部所別研修“褥瘡予防” 

16:晴風菜園苗植え  :花壇整備 

17:大リハレク大会※屋内、18:買物ツアー(PLANT3)、21:総合防災訓練(火災・昼間想定)※消防署立会 

28:春の中六人部保育園／晴風交流会2018(共催企画)、30:サークル活動“カラオケ広場” 

敬歓祭Vr募集開始 

6 

7:晴風シネマ｢丹波大文字(ドキュメント)｣、12:ほたる狩り(外出) :かつらグループ 

15:調晴部所別研修“権利擁護”、15:調晴部所別研修“衛生管理”、19:買物ツアー(AEON) 

22:じゃがいも収穫:ひのきグループﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、25:｢回転寿司で満腹食べよう｣ 

26:かえでグループﾐｰﾃｨﾝｸ  ゙

手紙：来訪・面会(食中毒)／介護保険負担限度額認定申請確認／敬歓祭ショートステイステイ休業お

知らせFax／※排泄バッグ購入 ※害虫駆除剤置き換え 

7 

11:特晴部所別研修“事故／苦情防止”、勉強会“身体拘束廃止” 

12:調晴部所別研修“高齢者虐待”、16:あおぞらガーデン、19:結核検診、20:土用の丑 

27:買物ツアー(PLANT3） 

CW会／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 

1-2:市社協福祉体験学習(共催企画)、21,29:特晴部所別研修“コミュニケーション” 

24:サークル活動“カラオケ広場”、27:｢夏だー スイカ割りだー｣、28:買物ツアー(PLANT3)                                                       

手紙：敬歓祭案内 

9 

15:晴風敬歓祭2018※行事食※ショートステイステイ休業 

18,20,24,28,29: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)、24:買物ツアー(PLANT3)、27:｢回転寿司で満腹食べよう♪｣ 

手紙：満足度調査／各グループ会／年末年始ショートステイステイ送迎お知らせ／手順書R 

10 

12:調晴部所別研修“事故／苦情防止”、14:さつまいも堀り、18:大リハレク大会※屋外 

23:買物ツアー(PLANT3)、25:お月見(外出・団子) 

26,30:特晴部所別研修“感染症対策～感染性胃腸炎～” 

29:秋の中六人部保育園／晴風交流会2018(共催企画)、30:あおぞらガーデン 

手紙：来訪・面会(インフルエンザ・ノロウイルス)，インフルエンザ予防接種補助申請書／年度福祉

サービス目標活動実績経過報告／サービス実施分析 

11 

5-10:福施連協愛いろいろ展※作品出展 

9: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～” 

9:調晴部所別研修“事故／苦情防止”、10:｢介護の日｣茶話会 

12,17,20,28,29:特晴部所別研修“権利擁護”、14:もみじ狩り(外出・秋薫る紅葉御膳) 

18:中六人部フェスティバル(外出／地域行事)、21:総合防災訓練(地震・夜間想定) 

26:｢電車に乗っていつもと違う景色を楽しもう｣※ひのきグループ，晴風すまいる合同企画 

29:買物ツアー(AEON) 

各グループ会／インフルエンザ予防接種 ※X’ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ as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”、20:買物ツアー(PLANT3) 

21-25:冬至ゆず風呂、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、7:七草粥、10:新年会※行事食、14:初詣(外出) 

19:調晴部所別研修“空心QMS”※会議内 

2 

3:節分(巻寿司)、4:｢～たまには外食してパーッとやってもいいんじゃない！～｣ 

7,8,18,19:特晴部所別研修“権利擁護”，“空心QMS” 

19:｢美味しいおやつを食べながら2018年を振り返ろう｣、26:あおぞらガーデン 

来期事業計画策定／各グループ会 
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3 

3:ひな祭り、6:サークル活動“カラオケ広場”、12:晴風スイーツバイキング、13:じゃがいも植え 

16:｢たこ焼きパーティー｣、21:彼岸(ぼたもち)、26:買物ツアー(PLANT3) 

年度総括／各グループ会／文書(手順書R) 

月例行事：みんなの広場(益成さ)，介護相談員(四方隆)，いずみ会Vr (第3水曜) 

理美容〔きれい館(5月・6月・8月・9月・11月・12月・2月・3月) 

・カットハウスWAVE(4月・7月・10月・1月)〕 

買物ツアー(AEON福知山店(6月・11月)・PLANT3(5月・7月・8月・9月・10月・12月・3月) 

※4月は施設内で感染性胃腸炎症状が発生したことにより中止し、1月，2月は近隣地域の感染症流

行に伴い中止。 

めがねVr(隔月) 

月例イベント食：寿司バイキング※10月は寿司屋(屋台)にて提供。 

         お楽しみメニュー※各Uまたはグループ単位で1回/ﾐｰﾃｨﾝｸﾞメニュー検討 

 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，NS 会議，SW 会議，調理会議，

入居選考会議，スタッフ会議 

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（上半期：各棟2回／ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・下半期：各棟1回／ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ） 
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高齢者複合福祉施設 え る む 

 

＜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 ショートステイステイ） 

 

＜活動実績・評価(年度目標達成度)＞ 

1.稼働指示床数に対する年間稼働率99.5%以上を維持する。 

 ・年間稼働率98.1％（18.4-19.3）目標達成できなかった。4月に合計23日の空床、10/18-12/4 まで誤嚥性

肺炎による入院の為46床の空床があり、大きく稼働率を下げる要因となった。 

＜月間稼働率＞                                   （%） 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

稼働率 95.8 100.0 100.0 99.8 100.0 99.8 97.7 94.0 99.5 99.4 96.8 94.8 

1-①・2018年度実績： 

上半期2件（4月空床：23日）合計23日 

下半期5件（11月空床：2日・1月空床：3日・2月空床：15日・3月空床：28日）合計48日 

・4月は入居待機者選定に時間がかかり2件で14日間，9日間 合計23日間の空床、2月も老健との入

居調整の為、2件で8日間，7日間 合計15日間の空床、3月も空床28日(災害による緊急ショートス

テイステイ受入れの為、入居調整)となった。7 月，11 月は空床 2 日間とスムーズに受け入れする事が

できた。ターミナルケア対応者が発生した時に、支援部と連携し待機者の現況確認，事前面接を早い段

階に実施しスムーズな受け入れに繋がったケースもあった。オリーブフロアはスタッフ体制が整わず再

稼働できなかった。 

1-②・46日間の入院者(誤嚥性肺炎及び入院中に尿路感染症)が1名あり、長期間入院となってしまった。お

見舞い，ムンテラが終わった後に尿路感染症を発症され、予想以上に入院が伸びてしまった。 

   ・朝Mでのミニカンファレンスは定着し、入居者の状態に応じた対応や、ケアコンセプトについて等話

し合うことができた。「意見集約シート」については入居者の状況を各スタッフから情報収集し、結果

を「介護日誌」に記載することができ、必要に応じて「アセスメントシート」にも記載することがで

きた。 

 1-③・薬に関連した事故が9件(18.4-19.2)発生し、前年度からは18％減少した。内容はフランドルテープの

貼り忘れ，薬の吐き出し，床に薬が落ちている等であった。薬の吐き出しについては、是正処置が徹

底できておらず、繰り返し発生した事故もあった。 

   ・内服に関する「ヒヤリ・ハットMail」については8件提出があったが、会議前に記載の時間をとれず、

水平展開も不十分であった。しかし、前年度より 5 件薬に関する「ヒヤリ・ハット Mail」は増えた。

朝M等でも服薬介助について話し合いを行う等意識は向上しつつある。 

 1-④・S 会までに「アセスメントシート」の内容確認を行い、S 会で家族及び他職種で必要箇所の検討を行

えた。また、S 会に限らず随時確認し合い入居者の状態変化について朝ミーティングで共有し「アセ

スメントシート」も更新できた。 
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 1-⑤・感染症発症は0件であった。有熱者があった時のマスクの着用や、手洗い等の対応も声を掛けあって

実施できた。当日Lのチェックとしては甘い部分もあったが、各自で確認を行い、朝食時に実施が困

難であったり、感染対策EMR レベル l発令する，しないにより意識の差があったが実施できた。 

   ・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，消毒を行う事ができた。 

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

    10月の実技については部所内全スタッフに対して実施できた。 

・ラウンドチェック表を用いて、1 回／日、行った。リーダーによる有効性の確認は行えたが、リーダ

ー間での共有は図れなかった。気付き事項を日誌に挙げお互いで啓発しあうことができた。 

2.チームケアを実践し、ケアの質を向上させ、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。  

・ターミナルケアでの個別支援の実践や、「24 シート」の作成，S 会内での検討を通して、チームケアを実

践し、入居者の尊厳ある暮らしの継続と最期の時を穏やかに迎える支援が行えた。ケアチェックについて

は来年度継続して実施し、ケアの質の向上について更に進めていく必要がある。 

2-①・フロアリーダー，ユニットリーダーによるケアチェックは全員分チェックできなかった。現状の体制

でも継続的にチェックできるよう実施方法を検討する必要がある。 

  ・1 回／6 ヵ月、以内で全員チェックできなかった。実施できたスタッフについても一部の項目しかで

きておらず、現在の体制でも行える方法を検討する必要がある。 

  ・L 間での共有は不十分であったが、不適切なケアについてチェックを行い、代表者会や朝ミーティン

グ時に伝達を行った。各スタッフへの啓発も直接指導する，「介護日誌」に記載する事で実施した。 

  ・4-6 月に方法を検討し、6-8 月に各自の課題を記録し、PF 作業フォルダで管理し公表できたが、9 月

以降管理できず未実施となった。各自の課題を把握しているとは言い難く、協議が不十分で具体的で

ない取り組みが多い。各CWと協議を重ねて課題を明確にし、取り組みを行っていく必要がある。 

 2-②・「24シート」については全員分作成を行えた。更新については担当CWより発信し実施するようにし

ているが、更新が進んでおらず、システムを構築する必要がある。 

   ・S会開催までに「24シート」の内容についてミニカンファレンスを開けていない。S会の中では「24

シート」について取り上げ、検討を行う事ができた。修正を行った箇所も、入居者の状態変化による

部分がほとんどで、新しくデマンドを聞き取ったり、新しい取り組みを記載する等内容を充実させる

面では不十分であった。 

 2-③・上半期は3／8名の所持で、取組内容を“上半期”から“年度内”に変更したが、現在も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。使用実績を記載したが、使用した

入居者名は同じ入居者の名前が多く上がっている，使用実績のみで状況，感想の記載が少ない事もあ

り、各スタッフで使用方法の共有という部分は不十分であった。来年度は記録だけではなくミニカン

ファレンスを活用し、使用状況，感想を話し合う場を持てるようにする。 

 2-④・部所別研修については計画的に実施できた。 

    ※年間活動実績参照。 

 2-⑤・フロア会内で書籍や記事についてLに指名されたスタッフが伝達を行い、共有する事ができた。 

   ・以下のとおり書籍，記事を伝達し、会議録に添付を行い記録として残した。 

    4月：宮津市の施設で起きた虐待事件の記事   6月：「24シート」の活用方法    

    8月：熊本での虐待事件の記事         10月：特養で91歳女性に暴行の記事 

     1月：入浴介護中に入居者が女性スタッフの首絞め、殺人未遂の記事     
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2月：老健で5人死亡、元CW逮捕（岐阜）の記事 

    3月：認定介護福祉士について 

2-⑥・18.8.6,15“夏の思い出を作りましょう”，18.12.3“ふれあいコンサート”をフロア企画として実施し

た。外出や、家族も参加してのコンサートを行い皆様に喜んで頂く事ができた。 

2-⑦・S 会や朝ミーティングを通じて多職種で入居者の全体像と向き合い本人との関わりの中で特大饅頭を

食べてもらう，海の音を居室内で聞いてもらう等少しでも悔いが残らないようケアを行う事ができた。 

   ・ターミナルケア 6 件実施した。インフォームド・コンセント後の S 会内で、ニーズ，デマンドを再確

認し、検討を行うことで、本人の生家に帰る等やりたい事を実践する事ができた。 

   ・特大饅頭を食べてもらう，海の音を居室内で聞いてもらう等実践し、結果を「介護日誌」に記載できた。

ターミナルケア前からのニーズ，デマンドの確認が不十分との意見もあり、本人，家族とのコミュニ

ケーションを更にとる必要がある。 

2-⑧・リビングのしつらえについて、レイアウトを作成した。9月より必要物品についてカタログ等情報収集

を行い、物品の検討を行った。来年度購入を行い、しつらえを整える。 

（CW） 

3.ケアプランを活かし、個々のニーズやデマンドに対する支援を行い、成果を得る。 

 ・個別の外出や、地域行事へ参加する事はできた。「24 シート」を確認し、支援する内容を月間予定表で管

理することで、ケアプランを活かした支援を行った。「24 シート」の更新については一部のケースのみに

なってしまった。 

3-①・S 会実施月に合わせて、「24 シート」の更新も 5 ケースしかできていない。L からの促しも弱く、ミ

ニカンファレンスでのデマンド収集も行えておらず、ポプラフロア会内で検討の場を持ったが、更新

を進めることができなかった。話し合った内容を用紙にまとめ来年度実施できるように準備を行う事

はできた。 

3-②・「24 シート」を参照する所までは至らなかったが、ケアプランや本人のニーズに応じて担当入居者と

関わりの時間を持つ事については各CW 間で差が見られたが、実施し「生活支援記録」に実施記録を

残せた。 

  ・月間予定表に関わりの内容について入力を行う事ができた。 

3-③・記録の量には差があるものの、全項目のモニタリングは実施できた。新入スタッフで実施できていな

い場合もあったが、記録R後、指導を行い対応し、実施できた。 

3-④・年間活動計画以外の地域(桃映・南陵地区)行事へ3回／年、参加できた。 

   18.5.20 Frienデイサービス；福知山サンホテル 

   18.8.18 旭が丘地蔵盆；岡東公園 

   18.10.14 海の京都イベント；福知山城 

・11月から地域行事を月間予定表に入力し、地域行事が分かりやすいようにした。 

3-⑤・聞き取れる範囲の希望を聞き、月間予定に入力し、芦田均記念館や、外食，生家への帰省が実施でき

た。家族にも参加して頂き、お互いの交流の機会としても活用する事ができた。聞き取った内容につ

いては22／27名分(退居者含む)実施できた。 

（NS） 

4. 利用者の生活機能の維持，向上に努める。 

 ・個別の機能低下防止訓練や、屋外リハレクを通して生活機能維持，向上に努めることができた。 

4-①・空庭にて18.5.21，18.10.22に実施した。18.5.21には11名，18.10.22には10名の参加があり、ボー
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ル蹴りや輪投げ，魚釣りゲーム等を実施した。普段交流がない他フロアの入居者同士で触れ合え、笑

顔が引き出せた。全フロアの入居者が関わる機会は少ないので、来年度も行っていく。 

4-②・月間予定表を作成し、それに従って機能低下防止訓練が1回／週、実施できた。当日実施できなくて

も別日に行う，違うメニューで代用する等、臨機応変に対応ができた。作業レクに関しても、塗り絵

や間違い探しなどを提供していたが、それに入居者が飽きてしまった際に他の案を出せず、本人のや

る気がないなど、できなかった理由を入居者だけに焦点を当てて理由付けしてしまった。また目的が

ないと取り組む意欲が湧かないこともあり、来年度は目的を持ち、多くの入居者を巻き込んで作業レ

クを提供したい。 

・朝ミーティングにて伝達して他職種へ情報を発信することはできていたが、具体的にいつに行うかの

調整はできていなかったので協力して行うことに関してはできなかった。 

4-③・デマンド表を作成し、それを元に機能低下防止訓練を実施する事ができた。更新については NS 会に

て検討までは行えておらず、変更や新たに追加する際、タイムリーにできていなかった。入居者のADL

に応じてタイムリーに変更する為にも、NS 会だけではなく、朝ミーティングなどで検討の場を設け

る必要があった。 

・朝ミーティングにて伝達し，他職種と共有することはできた。 

4-④・クリニックのホワイトボードに担当者を記載し、また評価週間をカレンダーに色づけする事で NS 一

人ひとりに意識付けをすることができ、「生活支援記録」に1回／月、の評価を実施，記録できた。 

・評価については毎月第4 週に行い、それを元にNS 会やNS ミーティングにて議題をあげることで内

容の見直しができていた。来年度も機能訓練に取り組み、少しでも機能の維持，向上に繋げたい。 

（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、ケアプランの支援目標を達成する。 

 ・ケアプランの支援目標達成のために、他職種と情報共有を行い、連携を図りながらサービス提供ができた。

また、空庭での菜園や、サークル活動等を通して生きがいを持って暮らしていける支援ができた。 

 5-①・「S会参加にあたって」の用紙は、最初は“特になし”と記載してある分が半数以上だったが、家族の

意向や思いが記載してある場合には、S会でその情報をもとに話し合い、作業フォルダ内で共有も図れ

た。「24シート」との連動については、支援内容を記載するに留まり、「24シート」を活用する所まで

至っていない。モニタリングと「アセスメントシート」の確認は随時行えた。 

  5-②・認定調査への家族同席は 100％を継続できた。家族支援項目についても全ての入居者のケアプランに

記載でき、支援者の一人として支援できた。 

 5-③・RSW が聞き取りを行い、行事や企画等での入居者の様子や感想を SW 会で情報共有し、フィードバ

ックを行った。代表会，スタッフ会でも行事の感想等情報共有を行えた。S 会のコメントは出せたが、

下半期は他職種と話し合って共有することが困難な時もあった。 

 5-④・RSW の相談ラウンドは行えたが、下半期入居者への聞き取りについては不足した部分もあった。相

談ラウンドで得た入居者の変化や新しい情報を元に、「アセスメントシート」，ケアプラン内容の更新

を行った。また必要に応じ朝ミーティング，S 会等で他職種と情報共有を行った。ミニカンファレン

スでの相談にも活用し、ケアプランの支援目標の達成に繋がった。 

 5-⑤･外気浴やプランターの有効活用をする事で、入居者の生活が活気あるものになり、外出支援等のきっか

け作りができた。 

   ・空庭から見た福知山の景観の紹介カードを入居者の意見を取り入れ、2018.9 に作成する事ができた。

今後、外気浴の際に有効活用する。 
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     ・プランターの活用については、花やハーブ，野菜を植え、活用し、入居者と一緒に水遣りや外気浴の支

援ができた。プランターで育てたきゅうりをグループホームでキューちゃん漬けとして利用したり、ケ

イトウの花を各フロアで飾り、育てた後も入居者の楽しみの一つとして活用できた。 

5-⑥･サークル活動開催中に10分間語らいの時間を設けたが、入居者同士で語らい合うのは難しくこちらで

お題を提供し語り合ってもらった。習字の文字に関する話，よく聞いていた歌や歌手の話を行う事がで

きた。 

〔えるむショートステイステイ〕 

6.利用可能な居室に対し、100％の稼働を目指す。 

・入院，入退居，外泊により、計98床の空床あり、40床のショートステイステイ利用に繋げる事ができた。

稼働率31.5％で前年度より稼働率は伸びた。 

 6-①・登録者の現況確認は2018.10，2019.3 に実施し、2 件の利用終結があった。今までのショートステイ

ステイ利用者はほぼ他事業所を利用されているか、老健，ケアハウスに入居されている為、利用再開

時に新規獲得含め居宅介護支援事業所に声掛けする必要がある。 

 6-②・入居待機者の中でショートステイステイ利用希望者1名あり、利用に繋げる事ができた。退居や入院

等急な対応があった場合、支援部と情報共有を行えた。またショートステイステイ利用中の様子を事

前調査に反映する事もできた。 

 6-③・2018.4退居が発生した際、居宅介護支援事業所と連携を図り、入居待機者から1名ショートステイス

テイ利用に繋げる事ができた。また2019.3空床時に各居宅介護支援事業所と連絡を取り、4件問い合

わせがあった中で、1名の利用につながった。 

7.スムーズな受入れに必要な体制を整える。  

 ・スムーズな受入れに必要な体制を整える為に、各スタッフで手順書の再確認，物品等の確認を行いショー

トステイステイ空床利用時にはスムーズに受入れを行う事ができた。 

 7-①・受入れ時、ショートステイステイ手順書の再確認を指示し、受入れ前に各職種で確認事項を確認し合

いながら受入れする事ができた。 

 7-②・利用当日の朝ミーティング時に、「アセスメントシート」の読み合わせを行い、状態を把握した上で受

入れを行った。 

 7-③・新規利用時のS会に参加し、本人の情報を確認できた。ショートステイステイで取り組むべき課題や

入浴についての要望，Hrカテーテルの管理方法等を確認できた。 

 7-④・前日の利用確認や他サービス利用時の状況を、現場スタッフに伝え、「アセスメントシート」にも追記，

更新できた。しかし、2018.4家族からの申し送り事項の周知ができておらず、軟膏の塗り忘れ事故が

発生した。家族からの情報を現場スタッフに伝えた後の対応方法を検討し、是正を行い、2019.3のシ

ョートステイステイ利用時には、家族からの情報をもらった際、対応方法も含め協議し問題なく対応

できた。 

＜その他＞ 

 ・救急搬送：2件 

  家族の希望による病院受診の為1件、夜間の状態低下による救急受診が1件あった。 

 ・行政報告(事故)：0件 

行政報告はなかったが、内出血等原因が不明確な事故が発生しており、原因究明の方法や是正処置の徹底

を行う必要がある。 

 ・物品破損 
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：昨年より約 28 件減少している。割合としては昨年同様過誤によるものが多く、取り扱いの不注意によ

るものが多くあった。また、原因のわからないものも多くあった。経年劣化によるものも一部あり、買

い替えが必要な物も出てきている。 

発生件数：68件(過誤30件／事故33件／不明5件)（2018.4-2019.3）※施設全体 

 ・水道光熱費 

：毎月の結果を代表会，スタッフ会，スタッフ掲示板にて全スタッフに伝え、昨年より－11％（￥904,439

減）となった。毎月の最高デマンド値についても会議内で共有して、原因を探る事で無駄な電気使用に

ついての啓発にもなった。総務部もF 内清掃確認の時にAC の使用状況等確認し、代表者会等で啓発で

きた。 

・運営推進会議 

  ：予定通り、6回／年、開催する事ができた。最新の介護機器の紹介や介護に必要な資格についてOne–point 

Studyで学習することができた。また、総合防災訓練への自治会への参加依頼、地域の研修会や地域行

事の参加案内を受けて参加する事ができ、地域と繋がりのあるサービス提供に繋がった。 

 ・ターミナルケア 

  ：今年度は合計6名ターミナルケアを実施した。家族より本人の嗜好品を聞き取り、提供する，海によく

行かれていた方に波の音を聞いてもらったり、釣りをしている映像を見てもらう等本人のニーズに沿っ

た対応が実施できた。 

 ・Salon deえるむ，外出支援 

  ：個人のニーズに沿った外食や福知山駅の馴染みの喫茶店，生家への外出等ニーズに沿って実施できた。

Salon deえるむも計画通り実施し、入居者にも喜んで頂けた。 

 

 ・緊急ショートステイステイ受入れ 

  ：18.7.7に豪雨災害の為1名3日，19.3.4に共栄学園高校の土砂災害の為1名28日 合計2名の受入れ

を行った。 

 ・施設マニフェスト 

  “入退室の際、「空心福祉会におけるスタッフ『マナー規範』」を遵守します。” 

   各スタッフの意識が高くなってきている事と、新入スタッフへの入職時の説明，実施確認も含め、スタ

ッフのスタンダードになっている事から達成できた。 

“地域貢献活動を積極的かつ継続的に行うよう取り組みます。” 

   地域貢献活動への参加者は少なくなっており、1 回のみ参加のスタッフも多かった。今後も積極的に参

加する姿勢，地域に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参加回数：9回 

  “感謝の気持ちを伝え合う関係つくりに努めます。” 

   各会議開催前に、「ありがとうエピソード」を伝え、関係作りに努められているか確認した。マニフェス

トを意識する上で毎回取り組みとして実施できた。感謝のエピソードを話す事が関係作りに有効であっ

たかどうか評価がしにくいとの意見があった。感謝の言葉を普段から意識して伝え合う事を今後は部所

内の取り組みとして伝えていく。 

＜来年度への課題＞ 

・サービスの質の向上の為、個別の口腔ケアの実践は行えているか，方法が統一できているか、記録に残す等

個別の実践方法を各スタッフで共有する必要がある。 
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・原因の不明確な事故や内出血が散見され、原因分析の方法や、是正処置内容の確認方法，有効性の確認など

の結果を共有する必要がある。 

・行事の様子や、家族との写真撮影を行い、視覚的な記録として残し、PRにも活用していく。日頃の様子や、

ケアプランの支援項目の実施状況等は写真に残せていない為、日頃のケアのPRの為，自分たちのケアを見

える化する為に写真に残す。 

（CW） 

・CW自身が課題を持って業務に当たってもらう為に、業務改善や入居者に対して取り組みたい内容について

考え，実践する事で自信を持って業務に当たれるようにする。 

・ケアチェックが体制上進められなかった。現状の体制も鑑み、お互いのケアの質の向上の為に、スタッフ同

士でお互いにケア内容をチェックできる方法を検討する。 

（NS） 

・リハレク，機能低下防止訓練のレパートリーが少なく、支援がマンネリ化している部分がある。書籍等を参

照しレパートリーを増やす必要がある。 

・入居者の健康維持の為、高齢者の疾病についてNS会内で定期的に学習する機会を持つ必要がある。 

（SW） 

・サークル活動のニーズが変化している為、ニーズに合わせてサークル活動の回数や、新しいサークル活動の

創造を行う必要がある。 

・ケアプランの支援項目で、利用者の立場を尊重した支援が行えているか、他部所と連携して意見交換の場を

作りケアプランの質を向上させる。 

〔えるむショートステイステイ〕 

・ショートステイステイの全稼働を想定し、スムーズに満床にできるよう、今後も各事業所との連携，情報共

有に力を入れ、新しい登録者の情報についても確認していく必要がある。 

・いつでも再稼働，緊急，空床利用時に各職種が確実な受け入れ，対応ができるよう各手順書の見直し、手順

の再確認をしておく必要がある。 

 

グループホーム えるむ（えるむ デイサービス） 

 

＜活動実績・評価(年度目標達成度)＞ 

1.年間稼働率99.6%以上を目指す。 

   ・2018年度実績：98.6%（18.4-19.3）                                                   （%） 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

稼働率 96.3 96.4 100 99.8 99.1 94.4 99.6 100 99.8 99.4 100 99.8 

・稼働率は 98.6%であり、年度当初の目標値であった年間稼働率目標の 99.6%には届かなかった。しかし、上半期

の経過報告にて目標値を 98.5%に下方修正し、目標値を達成することはできた。延べ空床数は最終的に 82 床に

達している。空床の内訳は、骨折による入院が3名で46日の空床，尿路感染症での入院1名で6日の空床，嚥下

障害で検査入院(髄膜腫)とリハビリにて 22日，入退居による空床が 2日，外泊による空床が 6日であった。入院者

を多く出してしまったことが、稼働率を大きく下げる要因となった。特に9月については、入院者が2名重なり、稼働

率を大きく下げることに繋がってしまった。 

 1-①・2018 年度入退居は 4 件であったが、入居から退居までの延べ空床数は 2 日に抑えることができた。ま

た、支援部との情報共有はこまめに行え、スムーズな入居に繋げることができた。 
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・入居候補者を常時 2 名以上確保することはできておらず、計画的な事前面接の調整ができていないこ

とが要因である。今後は入居選考会議後、計画的に事前面接を実施する必要がある。 

 1-②・年間を通じて、感染症による入院者はおられなかった。しかし 6 月中頃から末にかけて、風邪症状の入

居者が 6 名出てしまった。感染症としての認識と対応が不十分であったと思われる。居室対応やマスク

着用の徹底をしっかりと行えるよう、次年度には感染症の拡大防止を徹底する必要がある。18.12-19.3

頃にはインフルエンザの流行に伴い中丹西区域に警報が発令された。感染対策EMR Levelを2に引

き上げたことにより、食材購入の買物支援はスタッフのみで行い、感染症を持ち入らない対応を行うこと

ができた。スタッフ 1 名がインフルエンザに罹患したが、入居者については罹患者 0 で経過することが

できた。 

・外出先からの帰宅時には、正面玄関洗面所での手洗い，消毒を実施した。「手洗い実施チェック表」を活用し、

食事前の手洗いは実施できた。しかし、おやつ前の手洗いは行えていないことが多く、手洗いが確実にでき

たとは言えなかった。 

・上半期、「感染症発生時の対応確認事項」が完成しきれていなかったが、下半期では完成させ、スタッ

フに日誌への記載，WS内に掲示し周知を行った。 

 1-③・入院者は4名おられ、3名は入院から3日以内に見舞いへ伺い、状態確認を行うことができたが1名は

入院から 6日後のお見舞いとなった。 

・担当のMSWと連携をとり本人の状態や入院期間の確認を行い、早期の退院につなげることができた。 

・MSWとの連携により、退院に向けての調整はスムーズに行えた。特に大腿骨骨幹部骨折で入院された

入居者の、退院までの日数は21日(オペから18日)であり、MSW，PT，ドクターとの連携が上手くいき、

抜糸後すぐに退院することができた。 

2.本来のGHらしい生活支援を実施する。 

・主にADLが高い入居者への生活支援が中心となっていた。ADLの低い入居者に関しては、通常の介護が主に

なっており、生活支援という点ではほとんど行えていなかった。今後は入居者の担当スタッフが中心となり各入居

者に対してどのような支援ができるか把握して支援していく必要がある。 

2-①・毎朝の朝礼では、日付，曜日，食事のメニュー，TVのニュース等を話題にして、実施できた。また、毎朝のラ

ジオ体操も入居者と一緒に行い体を動かして頂くことができた。 

・食事前の口腔体操はほとんど実施できなかった。実施に関わる具体的な方法や担当を決めることができて

いなかったことが要因である為、今後は朝ミーティングにて実施担当を決める必要がある。 

2-②・保存食作りを入居者と一緒に行った。 

7月：キューちゃん漬け，キウイジャム 10月：カボスのハチミツ漬け 12月：ゆずジャム 

2-③・4 月“認知症ケア”を実施予定であったが、4 月下旬に日程を決めようとした為、4 月中に予定を入れることが

できず5月に実施した。“GHとしての介護技術”を7月実施予定であったが、資料作成の準備が間に合わず

8月に実施した。その他の部所別研修は予定通り実施できた。 

    ※年間活動実績参照 

2-④・7月，10月に個人面談を実施した。予定を変更し、12，2月に残り2回の面談を実施する予定としていたが、

12-3 月は業務内に、面談の時間を作ることができず、実施することができなかった。しかし、面談からケアに

対しての不具合を拾い上げることができ、陰洗ボトルの使用，管理方法や排泄バック内の衛生面について改

善を行うことができた。 

・面談日と時間は各スタッフと調整した上でミモザフロア月間予定表に入力し、月内に実施した。 

・面談時間は 15 分程度としていたが、15 分では時間が足りないスタッフもいた為、面談時間は幅を持たせれ
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ば良かった。 

（CW） 

3.その人らしい暮らしを続けながら、生活の中での楽しみや外出支援を充実させる。 

 ・外出支援の充実を図ることはできなかった。上半期での外出回数は少なく、下半期で挽回できるように考えていた

が、感染症流行時期には外出を行うことができなかった。感染症流行時期までに外出支援を計画していくことが必

要であった。また、生活の中に季節を感じることができるような工夫が不足している為、季節に応じた花やしつらえ

を考える必要がある。 

3-①・外出に関してはSWや行事に頼っていることが多く、リーダーが計画を立案することができなかった。計画を

考える日を明確にし、外出を企画する必要があった。 

・一部入居者には希望に添えるように誕生日の企画，実施が行えたことはあったが、ほとんどの場合、おやつ

時にケーキを提供するだけで、誕生日という特別な感じを演出することができなかった為、誕生日月の前月

には誕生日の企画を考え、実施できるように計画を促す必要がある。 

・買物以外の外出は平均すると 3-4 回／月、しか行えておらず、「利用者のための社会資源一覧」の活用がで

きなかった。RSWとの連携も行えなかった為、今後はユニットミーティングやミモザ会への参加を提案し、調

整も含め意見を聞く機会を作る必要がある。 

3-②・フロア企画は上半期，下半期1回ずつ実施することができた。 

18.8.16“ミモザ夏祭り～今年の夏は半端ないって！”では、流しそうめん台の長さや角度，水の量などの調

整に手間取ることがあり、事前準備の不足が伺えた。行事としては、スタッフ，入居者共に福知山音頭を踊り

夏祭りの雰囲気を盛り上げることができ、自ら進んで踊りの輪の中に入って踊られる入居者もおられた。 

19.3.17“女子会小旅行～♪小さい春、小さい春、小さい春見ーつけた♪～”では、綾部市梅林公園へ女性入

居者と一緒に梅を見に行くことができた。公園内では、梅に囲まれたベンチに座り入居者同士で話が弾み、

楽しそうな雰囲気であった。帰りには、喫茶店へ寄りお茶をすることで、スタッフ，入居者で楽しく談笑するこ

とができ、より女子会に近付いた企画になった。 

3-③・上半期、調理実習は担当者が調整を忘れており、実施ができなかった。下半期に調理実習を 4回実施した。 

10/31南瓜みたらし風（3名参加），1/18蒸しパン（4名参加），3/19ハニートースト（3名参加），3/22スイート

ポテト（4名参加） 

・調理実習を実施したが、日頃の食事作りに役立つ内容ではなかった。今後は、実習月，担当スタッフをしっ

かりと決め、実習内容に対して調理スタッフからアドバイスをもらいながら実施できるようにする必要がある。 

3-④・デマンドを拾い上げる為の、食事，場所を記載したリストを作成予定であったが、作成担当者のフロアリーダ

ー，ユニットリーダーが作成することを忘れており、作ることができなかった。作成抜けを防ぐために、実施し

なければいけないことをまとめ、リスト化しておく必要がある。 

・ユニットミーティング内でケアに対する変更点等を検討することが主になってしまい、デマンドの確認は行え

なかった。サーキュラーにデマンド確認の記載が無く、検討が行えていなかったことが原因である為、今後

はサーキュラーに記載する必要がある。 

（CM） 

4.入居者のニーズに沿ったケアプラン作成が行えるよう、家族等，CWとの連携を密にする。 

 ・担当CWと連携し、入居者のニーズの確認をした。12月以降では、入居者と関わる機会が増えたことで、今まで

見えていなかった部分やニーズの把握が行えている。家族面会時、昔の様子や嗜好品，今後のことについての

話をすることができ、情報収集を行うことができた。しかし、ケアプランや「S会議録」の作成が遅れがちであり、し

っかりとマネジメントが行えていたとは言えない。 



 

社会福祉法人 空心福祉会 

4-①・ユニットミーティングへは毎回出席することはできなかったが、入居者の情報を CW と共有することができた。

ユニットミーティングでの検討は、入居者への直接的なケア内容がほとんどであり、「24シート」の内容を共

有することができなかった。また、「24シート」の更新も行えておらず、現状に沿った内容と違う部分も出てき

ている。 

4-②・「こちらえるむです」のコメント欄に認定調査の予定を記載，お知らせすることとしていたが、記載することを

失念しており、実施できなかった。介護保険更新申請については、申請が遅れがちになることが多かった為、

今後は期日を設けて申請をしっかりと行う必要がある。認定調査の家族との調整は行うことができ、14／16

名の家族に立会いをして頂けた。1名は、日程が合わず不参加，もう1名は調査当日に家族の都合が悪くな

り立会いができなかった。今後、「こちらえるむです」のフォーマットにコメント欄を記入する等して、抜けるこ

とが無いようにする必要がある。 

4-③・全ケアプランに家族の役割を記載することができた。家族の支援状況としては、積極的に外出支援に協力し

て出かけて頂ける家族もあったが、未達成となっている支援内容もあった。今後は、支援の協力を得ることが

できるようにS会で検討していく必要がある。 

4-④・サークル活動後、入居者同士で語らいの時間を設けることができている。語らいの内容を趣味に寄せるよう

にしてはいるが、それ以外の話題で盛り上がることもあり、入居者間での交流を促すことができた。今後、入

居者間での交流をさらに促していくことができるように、新たなサークルの立ち上げなども検討していくこと

が必要である。 

〔えるむデイサービス〕 

5.デイサービス稼働可能日に対して、3名／日、の利用者確保を目指す。                （名） 

 ・稼働可能日に対して3人／日、の利用者を確保できた月は7月，8月のみであった。その他の月は2人／日、の

利用者に留まり、達成できなかった。3 月については、利用されていた 2 名が他デイサービスへ利用を 1 本化し

たいと希望があり、デイ利用者は 0名となった。（18.4-19.3） 

5-①・写真等を使用した資料の作成は行ったが、プレゼンに行く予定を計画することができず、広報を行うことが

できなかった。 

・9 月に、利用者1 名が特養に入居となり 1 名の空きがでていたが、桃映，南陵地区の各居宅介護支援事業

所等への訪問予定日を計画することを失念しており、行動に移していなかった。事業所への訪問予定を、

他スタッフへ周知させる為にも勤務表等へ記載する必要がある。 

6.事故件数を上半期，下半期毎に 1件迄に抑える。 

  ・事故件数は上半期，下半期ともに0件であった。稼働日や利用者が少なかったことも、事故件数0件に繋がる要

因であったと思われる。 

6-①・4月F会にて、前年度デイサービスで起きた事故内容の確認を行った。新入スタッフ，異動スタッフへのレク

チャーは機会を設けて実施することができなかった。 

6-②・デイサービス手順書のレビューは 4 月に実施できず、6 月に実施した。10 月にはフロア会内にてレビュー

を実施した。 

＜その他＞ 

 ・救急搬送：0件 

・行政報告：（事故）4件 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

利用者 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 0 
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 転倒による骨折が3件，もう1件については原因が不明であるが、肘掛けイスの肘掛け部分下の長方形型スペー

ス(15×30cm)に、自分で両足を入れられることがよくあり、足を抜く時、足先がかなり狭い場所を通ることになる為、

足先が挟まったままの状態で抜こうとされた時に骨折が起きたのではないかと分析を行った。 

・水道光熱費 

  ：電気料金のデマンド値は前年度より落とすことができた。上下水道料金についても前年度に比して節約すること

ができている。今後も無駄な使用がないように、啓発を行っていく必要がある。 

・運営推進会議 

：予定通り 6回／年、開催することができた。 

会議の中で、総合防災訓練への参加を自治会へ促し、自治会長に参加して頂いた。避難訓練を見学してもら

い、講評も得ることができた。 

自治会で開催された、あいサポーター研修の案内を会議内で頂き、参加させて頂くことができた。 

・日帰り旅行 

：18.7.24，26 神戸フルーツフラワーパーク，18.7.17 あべのハルカスへの旅行を実施した。引率スタッフを前年

度に引き続き 4名にすることで、安全な旅行を行うことができた。暑くなる時期であり、今後は暑さ対策や休憩場

所もしっかりと検討する必要がある。 

・消耗品 

 ：ラップの使用量が多かった為、シリコンラップを購入し、ラップの代用をすることで使用量を減らすことができ、コ

スト削減に繋げることができた。 

・施設マニフェスト： 

   “入退室の際、「空心福祉会におけるスタッフ『マナー規範』」を遵守します”。 

居室に入る際、本人がリビングにおられる場合にはひと声かけてから入室できているスタッフが増えているよう

に感じた。ノックについては、ほぼ実施できており、クセ付けを行うことはできたと思われる。 

“地域貢献活動を継続的に行えるように取り組みます。” 

半数ほどのスタッフは地域貢献活動に参加することができた。スタッフの地域貢献に対する意識は以前よりは上

がってきていると思われるが、まだ不足している状態であり、継続して地域貢献活動の意義と促しをかけていく

必要がある。 

トータル参加回数：8回 

“感謝の気持ちを伝え合う関係作りに努めます”。 

会議前に“ありがとうエピソード”を言ってもらうことで、取り組みに対しての意識を持つように促しをかけることは

できた。しかし、施設理念にもあるように、溢れるほどの“ありがとう”を伝えることができたかを評価することは個

人での判断になっており、結果を残すことは難しかった。  

＜来年度への課題＞ 

・骨折による入院が多い為、事故を未然に防ぐことができる是正を考える必要がある。 

・レクリエーションの実施回数が少ない為、計画的に実施する取組みが必要である。 

・グループホームらしい支援は不足していた為、支援内容を考え実施していく必要がある。 

・入居者の生活空間の中に、季節を感じることができる工夫を行う必要がある。 

・新しいサークル活動を立ち上げ、入居者の楽しみの機会を増やす必要がある。 

〔えるむデイサービス〕 

・稼働可能日に対して最大限の利用者確保を行う必要がある。 

 



 

社会福祉法人 空心福祉会 

 

2018年度えるむ年間活動実績 

月 活動内容 

4 

4,7,10:花見(外出・春の彩弁当) 、10,16:特え部所別研修“高齢者虐待” 

11:調え部所別研修“感染症対策～食中毒～”、13:特え外出(思い出の場所;芦田均記念館) 

13:Gえ部所別研修“高齢者虐待”、13:Gえ部所別研修“認知症ケア” 

18:特えショッピング(AEON福知山店) 

手紙：行事食同意，「緊急連絡先／面会確認者」(再確認)／特・G・D運推会／各F会／サービス実施分析 

5 

5:端午の節句(新緑芽吹き弁当)、8:Salon deえるむ（大町藤公園）、10,14,16,17:防災シミュレーション 

16:特えショッピング(AEON福知山店)、17:調え部所別研修“事故／苦情防止” 

19:総合防災訓練(火災・昼間想定) 、20:Frenデイサービス；福知山サンホテル、21:屋外リハレク（空庭） 

22,24,25,27:Gえ部所別研修“感染症対策”、23,30:特え部所別研修“施設理念，コンセプト” 

24:Caféえるむ、25:えるむシネマ「三屋清左衛門残日録」、28:特え外出(バザールタウン福知山店) 

6 

7:ほたる狩り(夜久野町千原)、10:特えショッピング(AEON福知山店)、12:Gえ外部評価 

14:調え部所別研修“権利擁護”、14:調え部所別研修“ターミナルケアと食事” 

19:特え部所別研修“感染症対策～尿路感染症～”、21:惇明小学校4年生総合学習（見学，交流） 

23:Gえ部所別研修“褥瘡予防”、24:特え外出(思い出の場所；自宅) 

27:特え外出(思い出の場所；めんくいや群) 

手紙：来訪・面会（食中毒），GH日帰り旅行同意書／特・G・D運推会／各F会 

7 

7:七夕、11:調え部所別研修“褥瘡予防”、17,24,26:GH日帰り旅行 

18:特えショッピング(AEON福知山店)、19,20,23,26:特え部所別研修“褥瘡予防” 

20:結核検診、20:土用の丑、22:えるむシネマ「あゝひめゆりの塔」 

25:Caféえるむ、30:市社協福祉体験学習(共催企画) 

特養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 

5:PF企画「えるむ花火」、8-12:学生Vr受け入れ；淑徳高校、15:PF企画「ドッコイセ子ども祭り」 

16:MF企画「ミモザ夏祭り～今年の暑さは半端ないって!～」、18:旭が丘地蔵盆 

22,9.18:特え部所別研修“事故／苦情防止”、24: Gえ部所別研修“事故／苦情防止”※会議内 

29:Salon deえるむ(Desserターミナルケアafé KEKE) 

手紙：敬祝祭案内／特・G・D運推会／各F会／手順書R 

9 

3:特え外食（くら寿司）、8:敬祝祭2018(目で見て楽しむ、食べておいしいえるむ弁当2018) 

19:特えショッピング（AEON福知山店）、20:Caféえるむ、21:彼岸(おはぎ)、24:月見(外出・団子) 

25:えるむシネマ「鬼平犯科帳 劇場版」 

手紙：満足度調査発送 

10 

4:白寿のお祝い会、6:Gえ部所別研修“褥瘡予防”、10:GH連絡会GHオリンピック 

14:海の京都イベント(福知山城)、17:特えショッピング(AEON福知山店) 

21,22,23,24: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～” 

22:屋外リハレク（空庭）、28:ふれあい福祉フェスタ(福知山市厚生会館) 

手紙：来訪・面会(インフルエンザ・ノロウイルス)，特インフルエンザ同意書，空心 LINE＠POP／インフルエンザ補助申請／

特・G・D運推会／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 

11 

G:え部所別研修“感染症対策”、6:惇明小/えるむ交流会、9:福施連協愛いろいろ展※作品出展 

9,11,14: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～” 

10:介護の日大作戦18、13:Gもみじ狩り、14,19:特もみじ狩り(外出:秋の行楽弁当) 

15:総合防災訓練(地震・夜間想定)、20:特インフルエンザ予防接種、 

21:特えショッピング(AEON福知山店)、22:Caféえるむ、24:丘児童センター/えるむ交流会 

25:えるむシネマ「東京オリンピック」、29:特養外出(ROSSO)、30:X’masツリー準備 
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12 

1-24:X’masツリー点灯、2:PF企画“金山ゆいふれあいミニコンサート” 

:Gえ部所別研修“褥瘡予防”、17-22:冬至ゆず風呂、23:Re;淑徳祭 

24:X’mas会※施設起案、28:餅つき、30:お飾り付け、31:年越しそば 

手紙：外泊・食品持込，満足度調査返送／特・G・D運推会／各F会／手順書R／長期備蓄食材・備蓄点検 

1 1-3:おせち料理、7:七草粥、9:新年会(新春夢御膳)、13:特え初詣(春影稲荷神社)、25:Caféえるむ 

2 
3:節分(恵方巻き)、15,18,22,3.5:特え部所別研修“権利擁護” 

来期事業計画策定／特・G・D運推会／各F会 

3 

3:ひな祭り、7,11,16:特え部所別研修“空心QMS” 

17: MF企画「女子会小旅行～♪小さい春、小さい春、小さい春見ーつけた♪～」 

13: 調え部所別研修“空心QMS”、13: 調え部所別研修“高齢者虐待”、18:Gえ部所別研修“空心QMS”  

28:Caféえるむ、21:彼岸(ぼたもち)、27:えるむシネマ「水戸黄門 夕映えの対決 暗雲晴れて」 

年度総括／文書(手順書)R／各F会(末) 

月例行事：みんなの広場〔（特養），介護相談員，めがねVr(隔月)，理美容〔Tanabe・きれい館・真心〕 
月例イベント食：寿司，お楽しみLunch，セレクトメニュー(1回／週) 
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Lm(4・11・2月)，NS会(隔月)，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 

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）4/30，6/25，8/25，10/20，1/17，3/21 
          （えるむシンフォニー）9/27，12/22 
          （カラオケ広場）7/31，11/17 

 


