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平成２８年度 社会福祉法人 常寿会 事業報告 

 

 

理 念：「ご高齢者のみなさまに希望と安心を」の精神に基づき、尊厳を守りながら生きがいと喜びの実

感ある自立した生活ができるよう支援する。 

 

１． 基本方針 

① 地域との協調を深め、信頼される施設を目指します。 

② ご利用者の皆様に優しさと安心、満足をご提供できる施設を目指します。 

③ ご利用者の皆様の人権と意思を尊重し、誠意をもって自立支援ができる施設を目指します。 

④ 介護に携わる職業であることに誇りを持ち、働きがいのある職場を目指します。 

 

２． 事業内容 

① 社会福祉法人制度改革への対応 

② 理事会の開催日（全４回） 

平成２８年 ４月 １日 ５月２６日 １１月２４日 

平成２９年 ３月２３日 

③ 評議員会の開催日（全３回） 

平成２８年 ５月２６日 １１月２４日 平成２９年 ３月２３日 

④ 監事監査の実施日    

平成２８年 ５月１９日 

⑤ 法人設立 20周年記念式典の開催日 

平成２８年１２月１３日 

⑥ ユニット運営推進会議の開催日（全６回） 

平成２８年 ５月２４日 ７月２８日 ９月２９日  

１２月 ６日 

平成２９年 １月３０日 ３月２９日 

⑦ 経営委員会の開催（全１２回） 

平成２８年 ４月２７日 ５月２５日 ６月２９日 

   ７月２７日 ８月３１日 ９月２８日 

１０月２７日    １１月３０日     １２月２１日 

   平成２９年 １月２５日 ２月２３日 ３月２９日 

⑧ 地域交流事業の開催 

I. 夏祭り  ８月８日開催 

II. 文化祭  展示期間：１１月１４日～２６日、イベント日：１１月１６日 

III. 認知症予防教室   平成２８年 ９月１７日（地域交流センター） 

IV. 介護技術者講習会  平成２８年１０月２２日（地域交流センター） 

V. 高齢者の集い（牛谷自治会）  平成２９年３月１６日（牛谷自治会館） 

VI. 地域ケア連絡会議   平成２９年１月１２日（地域交流センター） 
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⑨ 施設内研修の開催   （別紙） 

⑩ 地域サポート型施設の認証  

平成２８年８月２日 

⑪ 避難訓練の実施 

  牛谷事業所 ６月２１日、１１月２４日 

  中島事業所 ６月 ７日、１１月 ５日 

⑫ 高砂市総合防災訓練への参加 

牛谷事業所 １１月１３日 

⑬ 職員健康診断 

牛谷事業所 ４月２５日・２６日、１０月１８日・１９日 

中島事業所 ４月２６日、１０月７日 

⑭ 面会制限の実施（感染症対策） 

平成２８年１２月１５日～ 

⑮ 季節に応じた行事食、イベント食の実施 （別紙） 

 

３． 施設整備関係等 

① 送迎用車輛の整備 

② 本館１Fフロアの床及び壁の改装 

③ おむつの使用製品の検討と変更 

５月：リブドゥコーポレーションの「リフレ」から大王製紙の「アテント」へ変更 

④ 洗濯室配管、屋外排水管関係の緊急トラブルの修繕 

⑤ 中島事業所建て替え等の検討準備 
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平成 2８年度 会議報告（法人全体） 

 

会議・委員会名【 経営委員会 】 

開催日 参加職員 議題・会議内容 

H28.4.27 理事長、事務長、各部

署代表者 

１．前回の振り返り、２．施設パンフレット入荷につい

て、３．オムツ変更について、４．苦情等について（特

養）５．各部署報告、６．事故検証委員会（リスクマネ

ジメント・苦情）、７．衛生委員会・給食委員会、８．

その他 

5.27 理事長、事務長、各部

署代表者 

１．前回の振り返り、２．オムツ変更の件・研修の件、

３．各事業所からの報告・伝達、４．事故検証委員会（リ

スクマネジメント・苦情）、５．衛生委員会・給食委員

会６．消防訓練について７．その他 

6.29 理事長、事務長、各部

署代表者 

１．前回の振り返り、２．夏祭りについて、３．各事業

所からの報告・伝達、４．事故検証委員会（リスクマネ

ジメント・苦情）、５．衛生委員会・給食委員会、６．

その他 

7.27 理事長、事務長、各部

署代表者 

１．前回の振り返り、２．オムツの現状報告について、

３．各事業所からの報告・伝達、４．事故検証委員会（リ

スクマネジメント・苦情）、５．衛生委員会・給食委員

会、６．その他 

8.28 理事長、事務長、各部

署代表者 

１．前回の振り返り、２．夏祭りの反省、３．オムツの

現状報告について、４．各事業所からの報告・伝達、５．

事故検証委員会（リスクマネジメント・苦情）、６．衛

生委員会・給食委員会、７．その他 

9.28 理事長、事務長、各部

署代表者 

１．前回の振り返り、２．オムツの技術指導について、

３．文化祭について、４．各事業所からの報告・伝達、

５．事故検証委員会（リスクマネジメント・苦情）、６．

衛生委員会・給食委員会、７．法人 20周年行事の件、

８．消防訓練の件、９．その他 

10.27 理事長、事務長、各部

署代表者 

１．前回の振り返り、２．法人設立 20周年記念祝賀会

について、３．オムツの件、４．文化祭について、５．

各事業所からの報告・伝達、６．事故報告委員会（リス

クマネジメント・苦情）、７．衛生委員会・給食委員会、

８．その他 

11.30 理事長、事務長、各部

署代表者 

１．前回の振り返り、２．文化祭の反省、３．法人設立

20 周年記念祝賀会の件、４．交通事故について、５．

オムツに関する報告、６．感染症予防対策について、７．

各事業所からの報告・伝達、７．事故検証委員会（リス
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クマネジメント・苦情）８．衛生委員会・給食委員会、

９．その他 

12.27 理事長、事務長、各部

署代表者 

１．前回の振り返り、２．賞与支給の件、３．感染症予

防対策について、４．オムツの件、５．公用車車内清掃

の件、６．各事業所からの報告・伝達、７．事故検証委

員会（リスクマネジメント・苦情）、８．衛生委員会・

給食委員会、９．その他 

H29.1.26 理事長、事務長、各部

署代表者 

１．前回の振り返り、２．車内清掃の件、３．感染症対

策の件、４．おむつの件、５．各事業所からの報告・伝

達、６．事故検証委員会（リスクマネジメント・苦情）、

７．衛生委員会・給食委員会、８．その他連絡事項等 

2.22 理事長、事務長、各部

署代表者 

１．前回の振り返り、２．オムツについて、３．感染症

予防の件、４．各事業所からの報告・伝達、５．事故検

証委員会（リスクマネジメント・苦情）、６．衛生委員

会・給食委員会、７．その他 

3.28 理事長、事務長、各部

署代表者 

１．前回の振り返り、２．オムツの件、３．感染症予防

の件、４．各事業所からの報告・伝達、５．記録システ

ムの導入について、６．事故検証委員会（リスクマネジ

メント・苦情）、７．衛生委員会・給食委員会、８．そ

の他 
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平成 2８年度 委員会報告（法人全体） 

 

委員会名【 広報委員会 】 

 

開催日 参加職員（事業所） 議題・会議内容 

４．２７ 後藤直也、寺田裕貴、児嶋ゆかり、

長谷川均、林とも子、室屋祐典、

南谷麻美、柳田利佳、吉岡智子、

奥住伊都子、井上理恵 

常寿園新聞 春号について 

記事の修正（５月発行） 

８．２６ 後藤直也、長谷川均、室屋祐典、

南谷麻美、吉岡智子、井上理恵 

常寿園新聞 秋号について 

 内容の検討 

１０．１１ 後藤直也、室屋祐典、南谷麻美、

吉岡智子、井上理恵、奥住伊都

子、後藤亜沙香、奥見洋矢 

常寿園新聞 秋号について 

 記事の修正（１１月発行） 

１２．１６ 後藤直也、林とも子、室屋祐典、

後藤亜沙香、吉岡智子、奥住伊

都子、井上理恵 

常寿園新聞 新年号について 

 内容の検討 

１． ６ 寺田裕貴、林とも子、室屋祐典、

南谷麻美、後藤亜沙香、吉岡智

子、奥住伊都子、井上理恵 

常寿園新聞 新年号について 

 記事の修正（１月発行） 

常寿園新聞 春号について 

 内容の検討 
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平成 28年度 委員会報告（法人全体） 

 

委員会名【 給食委員会 】 

 

開催日 参加職員（事業所） 議題・会議内容 

４．１１ 参加職種） 

管理栄養士、生活相談員、 

介護士、看護師、 

給食委託業者 

 

事業所） 

特別養護老人ホーム常寿園、 

 地域密着型特別養護老人ホーム常寿園、 

 ケアハウス常寿園、 

 常寿園ショートステイ、 

 常寿園デイサービスセンター 

前回の議題の改善点 

食事の問題点、意見 

行事食の検討 

来月の献立の検討 

その他給食に関する事項 

５．１０ 

６．１０ 

７．１１ 

８．１０ 

９．１２ 

１０．１１ 

１１． ８ 

１２． ９ 

１．１１ 

２．１０ 

３． ９ 

 

6



月 日 曜日 時間 行事食名 内容

4 8 金 昼 花祭り 散らし寿司、天ぷら、刺身、炊き合わせ、すまし汁

5 6 金 昼 端午の節句
豆ご飯、鰹のたたき、茶碗蒸し、若竹煮、赤だし、フ
ルーツ

6 22 水 昼 手打ちそば
手打ちそば、いなり寿司、ほうれん草のお浸し、茶わ
ん蒸し、フルーツ

7 7 木 昼 七夕
散らし寿司、鮎の塩焼き、炊き合わせ（冬瓜）、すまし
汁（そうめん）、水菓子

8 8 月 昼 夏祭り
たこ焼き、焼きそば、おでん、散らし寿司、かき氷、
ジュース

9 15 木 昼 敬老の日
赤飯、ブリの照り焼き、天ぷら、お浸し、すまし汁、フ
ルーツ

10 11 火 昼 秋祭り
巻きずし、稲荷寿司、煮物、すまし汁、茶碗蒸し、フ
ルーツ

11 16 水 昼 お楽しみ献立
栗ごはん、刺身、ほうれん草のお浸し、炊き合わせ、
お吸い物、みかん

12 22 木 昼 クリスマス
にぎり寿司７種、炊き合わせ、茶碗蒸し、赤だし、フ
ルーツ

1 1 日 昼 正月料理 お節料理

2 3 金 昼 節分
巻きずし、いなり寿司、鰯の生姜煮、炊き合わせ（か
ぶ）、赤だし、フルーツ

14 火

15 水

16 木

3 3 金 昼 ひなまつり
散らし寿司、刺身、炊き合わせ、蛤うしお汁、苺牛乳
かん

2 昼 鍋料理
２／１４　ユニット
２／１５デイ
２／１６特養

3/3おやつ（甘酒＋ひなあられ）
3/20（春分）ぼたもち

鶏つくね、豚ロース、豆腐、白菜、春菊、白ネギ、人
参、しいたけ、おじや

9/9(重陽)栗ご飯、9/21（敬老）赤飯・茶碗蒸し・赤だし、9/27
（十五夜）おやつ：月見団子（白玉＋粒餡）、9/22（秋分）おは
ぎ

10/13（十三夜）栗ご飯

11/3赤飯

12/21冬至（南瓜のいとこ煮）、12/31（夕）年越しそば

1/4(デイ初日)祝い寿司　1/7昼：七草粥　1/11(鏡開き)おや
つ：ぜんざい　1/15朝：小豆粥

2/12（初午）稲荷寿司

7/15（お盆）そうめん・天ぷら、おやつ：白玉団子、7/30（土用
の丑）うなぎの蒲焼き

8/15（お盆）そうめん

平成２８年度

行　　事　　食　（　実施　）

備考

４／２９（昭和の日）赤飯

５／５（こどもの日）赤飯
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平成28年度　研修委員会 会議開催報告

月 会議名 議題 出席者
4月 14日 （木） 18:10 ～ 18:40 第1回 研修委員会 平成28年度の年間活動計画について① 八木（特）、福田（ケ）、

5、6月の施設内研修について 草壁（牛D)、中井（中D)、

高本（ヘ）、山崎淳（事）
長谷川均（ユ）、山本（ふ）、

5月 12日 （木） 18:10 ～ 19:40 第2回 研修委員会 平成28年度の年間活動計画について② 八木（特）、矢野（ユ）、
7月の施設内研修について 中井（中D)、山本（ふ）、

山崎淳（事）、山崎尚（居）、

草壁（牛D)、
6月 9日 （木） 18:10 ～ 19:40 第3回 研修委員会 7月以降の研修について 矢野（ユ）、中井（中D)、

高本（ヘ）、山崎尚（居）、

山本（ふ）、山崎淳（事）

7月 14日 （木） 18:10 ～ 18:40 第4回 研修委員会 8月以降の研修について 八木（特）、前田真（ユ）、

山本（ふ）、山崎淳（事）
草壁（牛D)、

8月

9月 8日 （木） 18:10 ～ 18:40 第5回 研修委員会 10月以降の研修について 八木（特）、矢野（ユ）
山本（ふ）、山崎淳（事）
草壁（牛D)、

10月 5日 （水） 11:00 ～ 12:30 臨時 研修委員会 11月研修の企画について 矢野・前田（ユ）、
松村（特）、山崎淳（事）、

㈱ウィズ（明石、内海）
山本（ふ）、

12日 （水） 18:10 ～ 18:40 第6回 研修委員会 10月以降の研修について 八木（特）、草壁（牛D)、
研修の企画方法について 山崎淳（事）、山本（ふ）、

11月

12月 8日 （木） 18:10 ～ 18:40 第7回 研修委員会 2月以降の研修について 八木（特）、前田（ユ）、
その他 中井（中D)、岩本（ふ）、

草壁（牛D)、山崎淳（事）

1月 12日 （木） 18:10 ～ 19:10 第8回 研修委員会 2月以降の研修について 長谷川均・八木（特）
平成29年度研修の計画について 草壁（牛D)、髙本（ヘ）、

山崎淳（事）、前田真（ユ）、

山崎尚（居）、
2月 9日 （木） 18:10 ～ 18:40 第9回 研修委員会 2月の研修について 八木（特）、草壁（牛D)、

中井（中D)、山田（ふ）、
山崎淳（事）

3月 9日 （木） 18:10 ～ 18:40 第10回 研修委員会 4月以降の研修について 佐藤（牛D）、山田（ふ）、

山崎淳（事）

委 員 会 議
日 時間

（会議なし）

（会議なし）
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月 テーマ 講師
4月 日 （） ～ （研修なし）

5月 13日 （金） 18:10 ～ 19:10 「ターミナルケアについて」 橋本　みさ子
第1回　施設内研修 （高砂市民病院

緩和ケア認定看護師）

6月 14日 （火） 18:10 ～ 19:10 「食中毒の予防について」 渡部　雅博
第2回　施設内研修 （加古川健康福祉事務所食品薬務衛生課）

7月 15日 （金） 18:10 ～ 19:10 「ストーマケアについて」 中瀬　睦子
第3回　施設内研修 （高砂市民病院

皮膚・排泄ケア認定看護師）

8月 4日 （木） 18:10 ～ 19:10 「高齢者虐待防止について」 小田　美代子
第4回　施設内研修 （兵庫県看護協会専務理事）

18日 （木） 18:10 ～ 19:10 「介護事故予防　～送迎時の事故～」 倉持　眞
第5回　施設内研修 （あいおいニッセイ同和損保）

9月 15日 （木） 18:10 ～ 19:40 「介護にかかわる職員が身につけたい 小田　美代子
第6回　施設内研修 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接遇の基本・実技」 （兵庫県看護協会

専務理事）

10月 21日 （金） 18:10 ～ 19:10 「インフルエンザ、ノロウイルス対策」 山崎　淳
第7回　施設内研修 （常寿園　衛生管理者）

24日 （月） 18:10 ～ 19:10 「災害対策について」 長谷川　均
第8回　施設内研修 （常寿園　防火管理者）

11月 18日 （金） 18:10 ～ 20:10 「姿勢について　～寝ること、座ること～」 明石　圭司
第9回　施設内研修 （㈱ウィズ

　福祉技術情報支援室　室長）

12月 20日 （火） 18:10 ～ 19:40 「リーダーシップ」 小田　美代子
第10回　施設内研修 （兵庫県看護協会

専務理事）

1月 20日 （金） 18:10 ～ 19:40 「介護の基本とコミュニケーション」 中島　桜子
第11回　施設内研修 （湊川短期大学

　　　　　准教授）

2月 17日 （金） 18:10 ～ 19:10 「レクリエーションについて～牛谷デイのレク紹介～」 草壁　亜妃子
第12回　施設内研修 室屋　佑典、他

（牛谷ﾃﾞｲ職員）

3月 日 （） ～ （研修なし）

その他の法人内研修
7月21日（木） 14:00 ～ 16:15 　「新入職員研修」①
7月25日（月） 14:00 ～ 16:15 　「新入職員研修」②

平成28年度施設内研修実施状況

日 時間
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平成28年度　外部研修　参加状況
月

日 曜 研修名 主催 研修内容 職種 職員名 部署 場所

19 木
平成28年度　総会及び第1
回研修会

加古川健康
福祉事務所
管内栄養士
会

・平成28年度総会・講演「自己免疫
療法～癌と闘うための生活習慣
～」・情報提供

管理栄養士 井上　理恵 特養 加古川総合庁舎

月
日 曜 研修名 主催 研修内容 職種 職員名 部署 場所

介護職員 山口　真弓 牛谷デイ

管理者 手古　郁子 中島デイ

25 金
兵庫県介護支援専門員協
会　姫路支部　総会・記念
講演

県介護支援
専門員協会

・総会・記念講演「相談援助職のた
めのストレスマネジメント」

CM 藤中　力 牛谷居宅 姫路武道会館

生活相談員 沖井　宏樹 特養

介護職員 林　とも子 ユニット

月
日 曜 研修名 主催 研修内容 職種 職員名 部署 場所

CM 毛利　貴子 牛谷居宅
CM 奥住　伊都子 牛谷居宅
CM 山崎　尚子 牛谷居宅
CM 北脇　由美 牛谷居宅
CM 藤中　力 牛谷居宅

22 金
2市2町老人福祉事業協会
職員研修会

2市2町老人
福祉事業協
会

・「成年後見制度について」・質疑応
答及び情報交換

生活相談員 八木　浩平 特養
せいりょう園リバ
ティ加古川

月
日 曜 研修名 主催 研修内容 職種 職員名 部署 場所

18 木
認知症介護実践研修（実践
リーダー研修）①

ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療
福祉専門学
校

・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・認知症介護実践ﾘｰ
ﾀﾞｰ研修の理解・認知症の専門的理
解・認知症ケアに関する背策の動向

介護職員 江口　優貴 特養
ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療福
祉専門学校

19 金
法令遵守とプライバシー保
護セミナー

県ｼﾙﾊﾞｰｻｰﾋﾞ
ｽ事業者連絡
協議会

事務員 山崎　淳 ケア 兵庫県民会館

23 火
認知症介護実践研修（実践
リーダー研修）②

ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療
福祉専門学
校

・認知症介護実践リーダーの役割・
チームにおけるケア理念の構築方
法

介護職員 江口　優貴 特養
ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療福
祉専門学校

30 火
認知症介護実践研修（実践
リーダー研修）③

ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療
福祉専門学
校

・認知症ケアにおけるチームアプ
ローチの基本と実践・職場内教育法
の理解と実際（運用法）Ⅰ

介護職員 江口　優貴 特養
ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療福
祉専門学校

月
日 曜 研修名 主催 研修内容 職種 職員名 部署 場所

1 木
認知症介護実践研修（実践
リーダー研修）④

ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療
福祉専門学
校

・実践者へのストレスマネジメントの
理論と方法・チームケアのための
ケースカンファレンスの技法と実践

介護職員 江口　優貴 特養
ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療福
祉専門学校

3 土
平成28年度　「終末期ケア」
研修会①

県介護支援
専門員協会
姫路支部

CM 藤中　力 牛谷居宅 姫路労働会館

6 火
認知症介護実践研修（実践
リーダー研修）⑤

ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療
福祉専門学

・職場内教育法の理解と実践（技
法）Ⅱ

介護職員 江口　優貴 特養
ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療福
祉専門学校

8 木
認知症介護実践研修（実践
リーダー研修）⑥

ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療
福祉専門学
校

・認知症ケアの指導の基本的視点・
認知症ケアに関する倫理の指導・認
知症の人への権利擁護の指導

介護職員 江口　優貴 特養
ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療福
祉専門学校

18 土
利用者を増やす具体的工
夫セミナー

日本通所ケア
研究会

・「売り」を作る・ケアマネへのPR/お
試しから100%本利用移行に向けた
アクション例・利用者、家族の満足
度を高める工夫・キャンセル防止
策・新しいプログラム・これから1ヶ月
で行う具体的行動内容10・その他

大阪科学技術セ
ンター

5

6

8

9

7

21 木
平成28年度　第1回　高砂
市介護支援専門員連携研
修会

市地域包括
支援センター

・「地域ケア会議について」・平成27
年度報告・平成28年度の取り組みに
ついて・模擬個別ケア会議

市ユーアイ福祉
交流センター

29 水
家族への接遇・苦情対応・
説明力向上研修

介護サービス
向上推進協
議会

・家族への接遇の基本・家族のタイ
プ別対応法・「ありがとう」がクレーム
に変わる瞬間・クレーム対応・家族
の要望を聞き取る・家族の協力を得
るための声かけ・説明力の向上・利
用者の様子を伝える

ウェルおおさか

10



9 金
平成28年度　西播磨エリア
研修会

県介護支援
専門員協会

・介護予防、日常生活支援総合事業
について学ぶ～制度理解と取り組み
の実際～

CM 藤中　力 牛谷居宅
たつの市新宮ふ
れあい福祉会館

10 土
県保険医療協会加古川・高
砂支部研究会

県保険医療
協会加古川・
高砂支部

・知っておきたい医療・福祉の役立
つ制度

CM 毛利　貴子 牛谷居宅
加古川商工会議
所

12 月
認知症介護実践研修（実践
リーダー研修）⑦

ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療
福祉専門学
校

・認知症の人の行動、心理症状への
介護技術指導・認知症の人の介護
技術指導（食事、入浴、排泄等）

介護職員 江口　優貴 特養
ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療福
祉専門学校

CM 藤中　力 牛谷居宅

CM 北脇　由美 牛谷居宅

14 水
認知症介護実践研修（実践
リーダー研修）⑧

ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療
福祉専門学
校

・認知症の人の家族支援方法の指
導・認知症の人へのアセスメントとケ
アの実践に関する計画の指導

介護職員 江口　優貴 特養
ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療福
祉専門学校

介護職員 寺田　裕貴 特養

介護職員 長谷川　大容 ユニット

15 木
認知症介護実践研修（実践
リーダー研修）⑨

ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療
福祉専門学

・自施設実習の課題設定 介護職員 江口　優貴 特養
ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療福
祉専門学校

介護職員 寺田　裕貴 特養

介護職員 長谷川　大容 ユニット

介護職員 寺田　裕貴 特養

介護職員 長谷川　大容 ユニット

介護職員 寺田　裕貴 特養

介護職員 長谷川　大容 ユニット

CM 毛利　貴子 牛谷居宅

CM 奥住　伊都子 牛谷居宅

介護職員 寺田　裕貴 特養
介護職員 長谷川　大容 ユニット

月
日 曜 研修名 主催 研修内容 職種 職員名 部署 場所

1 土
介護支援専門員等への自
殺予防研修

県介護支援
専門員協会

・自殺企図者と精神疾患の関係・自
殺企図者の援助における他職種連
携について

CM 山崎　尚子 牛谷居宅
県立のじぎく会
館

1 土
平成28年度　「終末期ケア」
研修会②

県介護支援
専門員協会
姫路支部

CM 藤中　力 牛谷居宅 姫路労働会館

15 土
平成28年度　主任介護支援
専門員フォローアップ研修

県介護支援
専門員協会

・個別ケースの課題から地域課題へ
の転換に向けて

CM 毛利　貴子 牛谷居宅
明石市産業交流
センター

27 木
認知症介護実践研修（実践
リーダー研修）⑩

ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療
福祉専門学

・自施設実習結果報告、評価 介護職員 江口　優貴 特養
ﾊｰﾍﾞｽﾄ医療福
祉専門学校

29 土
NHKハートフォーラム「認知
症700万人～当事者と創る
新時代～」

NHK、県、県
社会福祉協
議会

・当事者が語る認知症・パネルディ
スカッション「当事者と創る新時代」

CM 毛利　貴子 牛谷居宅
県看護協会ハー
モニーホール

月
日 曜 研修名 主催 研修内容 職種 職員名 部署 場所

5 土
平成28年度　主任介護支援
専門員　更新研修①

兵庫県介護
支援専門員

・開講式・介護保険制度及び地域包
括ケアシステムの動向・演習の進め

CM 藤中　力 牛谷居宅
県立のじぎく会
館

6 日
平成28年度　主任介護支援
専門員　更新研修②

兵庫県介護
支援専門員
協会

・主任介護支援専門員としての実践
の振り返りと指導及び支援の実践
「リハビリテーション及び福祉用具の
活用に関する事例」

CM 藤中　力 牛谷居宅
県立のじぎく会
館

サ責 脇丸　まゆみ ヘルプ
CM 中野　貴子 中島居宅

14 水
平成28年度　第1回南播磨
支部研修会

県介護支援
専門員協会
南播磨支部

・ケアマネージャーが孤立しないた
めに～今後地域で求められるケアマ
ネージャーになろう～

ユーアイ帆っと
センター

15 木 認知症介護実践者研修②
姫路福祉保
育専門学校

・認知症の人の権利擁護・認知症の
人とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾝの理解と方法・
地域資源の理解とケアへの活用・認
知症の家族への支援方法

姫路福祉保育専
門学校

14 水 認知症介護実践者研修①
姫路福祉保
育専門学校

・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・認知症ケアの基本的
視点と理念・認知症ケアの倫理・認
知症の人の理解と対応

姫路福祉保育専
門学校

21 水 認知症介護実践者研修③
姫路福祉保
育専門学校

認知症の人の生活環境づくり・認知
症の人への非薬物的介入・ｱｾｽﾒﾝﾄ
とｹｱの実践の基本Ⅰ

姫路福祉保育専
門学校

23 金 認知症介護実践者研修④
姫路福祉保
育専門学校

・ｱｾｽﾒﾝﾄとｹｱの実践の基本Ⅱ・認
知症の人への介護技術Ⅰ

姫路福祉保育専
門学校

27 火 認知症介護実践者研修⑤
姫路福祉保
育専門学校

・認知症の人への介護技術Ⅱ・自施
設における実習の課題設定

姫路福祉保育専
門学校

24 土

兵庫県介護支援専門員協
会　気づきの事例検討会支
部推進員研修・オープン研
修

県介護支援
専門員協会

・気づきの事例検討を学ぼう～主任
介護支援専門員として必要な力を身
につけるために～

県のじぎく会館

8 火
平成28年度　第2回施設間
ネットワーク研修会

市地域包括
支援センター

・「地域での見守り力を高めるために
は」

市ユーアイ福祉
交流センター
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11
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26 土
平成28年度　主任介護支援
専門員　更新研修③

兵庫県介護
支援専門員
協会

・主任介護支援専門員としての実践
の振り返りと指導及び支援の実践
「社会資源の活用に向けた関係機
関との連携に関する事例」

CM 藤中　力 牛谷居宅
県立のじぎく会
館

27 日
平成28年度　主任介護支援
専門員　更新研修④

兵庫県介護
支援専門員
協会

・主任介護支援専門員としての実践
の振り返りと指導及び支援の実践
「認知症に関する事例」

CM 藤中　力 牛谷居宅
県立のじぎく会
館

26 土
27 日
28 月
29 火
30 水

介護職員 寺田　裕貴 特養
介護職員 長谷川　大容 ユニット

月
日 曜 研修名 主催 研修内容 職種 職員名 部署 場所

CM 毛利　貴子 牛谷居宅

CM 奥住　伊都子 牛谷居宅

3 土
平成28年度　主任介護支援
専門員　更新研修⑤

兵庫県介護
支援専門員
協会

・主任介護支援専門員としての実践
の振り返りと指導及び支援の実践
「状態に応じた多様なサービスの活
用に関する事例」

CM 藤中　力 牛谷居宅
県立のじぎく会
館

10 土
平成28年度　主任介護支援
専門員　更新研修⑥

兵庫県介護
支援専門員
協会

・主任介護支援専門員としての実践
の振り返りと指導及び支援の実践
「入退院時における医療との連携に

CM 藤中　力 牛谷居宅
県立のじぎく会
館

11 日
平成28年度　主任介護支援
専門員　更新研修⑦

兵庫県介護
支援専門員
協会

・主任介護支援専門員としての実践
の振り返りと指導及び支援の実践
「看取り等における看護サービスの
活用に関する事例」

CM 藤中　力 牛谷居宅
県立のじぎく会
館

17 土
平成28年度　主任介護支援
専門員　更新研修⑧

兵庫県介護
支援専門員
協会

・主任介護支援専門員としての実践
の振り返りと指導及び支援の実践
「家族への支援の視点が必要な事

CM 藤中　力 牛谷居宅
県立のじぎく会
館

18 日
平成28年度　主任介護支援
専門員　更新研修⑨

兵庫県介護
支援専門員
協会

・地域課題を検討するプロセスを学
ぶ「地域課題解決に向けたプロセス
を学ぶ」・修了式

CM 藤中　力 牛谷居宅
県立のじぎく会
館

月
日 曜 研修名 主催 研修内容 職種 職員名 部署 場所

CM 毛利　貴子 牛谷居宅
CM 奥住　伊都子 牛谷居宅
CM 北脇　由美 牛谷居宅
CM 中野　貴子 中島居宅

19 木
平成28年度研修会　事例発
表会

象の会
・症例発表・事例発表・職場改善
（QC)・その他

生活相談員 八木　浩平 特養
介護老人保健施
設しおさきヴィラ

月
日 曜 研修名 主催 研修内容 職種 職員名 部署 場所

9 木
改正雇用保険法と高年齢
者雇用安定助成金等の説
明会

高砂商工会
議所労働保
険事務組合

事務員 山崎　淳 ケア
加古川商工会議
所

25 土 ストーマケアセミナー 播磨WOCN会
・ストーマの基礎知識～ストーマって
なぁに～・それは合併症かも!?こんな
ときどうする!?・演習

介護職員 中島　隆介 特養 姫路マリア病院

社会福祉施設長資格認定
講習課程

全国社会福
祉協議会・中
央福祉学院

CM 長谷川　均 ユニット
中央福祉学院
（ロフォス湘南）

加古川プラザホ
テル

1

12

3 土
兵庫県保険医協会加古川・
高砂支部　第35回支部総会
記念講演

兵庫県保険
医協会加古
川・高砂支部

・認知症の方を精神病院入院からま
もる緩和医療「コウノメソッド」につい
て～BPSDをコントロールすれば精
神病院入院は防げる～

27 火 認知症介護実践者研修⑥
姫路福祉保
育専門学校

・自施設実習評価・修了式
姫路福祉保育専
門学校

2

17 火
平成28年度　第3回　高砂
市介護支援専門員連携研
修会

市地域包括
支援センター

・医療と介護の連携について
市ユーアイ福祉
交流センター
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平成28年度　衛生委員会　会議等開催報告

月 議題 出席者
4月 15日 （金） 14:15 ～ 14:50 平成28年度年間計画の策定について① 歌井（特）、小阪（ユ）、児嶋（ケ）、

室屋（牛D)、吉岡（ふ）、井上理（厨）、
山崎淳（事）

25日 （月） 8:30 ～ 15:30 春季職員健康診断①（牛谷） 山崎淳
26日 （火） 8:30 ～ 11:00 春季職員健康診断②（牛谷） 　〃

13:00 ～ 14:30 春季職員健康診断③（中島） 　〃
5月 13日 （金） 14:15 ～ 14:50 疥癬についての学習、事例報告 二田・歌井・八木（特）、小阪（ユ）、

（担当：歌井） 児嶋（ケ）、室屋（牛D)、入江（中D)、
平成29年度年間計画の策定について② 吉岡（ふ）、井上理（厨）、山崎淳（事）、

米田敦（産）

24日 （火） 10:00 ～ 15:00 入居者健康診断①（X線撮影、医師問診） 山崎淳、看護職員
6月 10日 （金） 14:15 ～ 15:00 「MRSAについて」 歌井・八木（特）、上原（ユ）、

（担当：上原） 児嶋（ケ）、室屋（牛D)、吉岡（ふ）、
井上理（厨）、山崎淳（事）

14日 （火） 18:10 ～ 19:10 施設内研修「食中毒の予防について」 山崎淳
7月 8日 （金） 14:15 ～ 14:45 「脱水について（職員、利用者）」 歌井・八木（特）、小阪（ユ）、

（担当：室屋） 室屋（牛D)、入江（中D)、吉岡（ふ）、
井上理（厨）、山崎淳（事）

28日 （木） 14:30 ～ 15:30 厨房排水管、グリストラップ洗浄 山崎淳
8月 12日 （金） 14:15 ～ 14:45 「職員健康診断について」 歌井・八木（特）、小阪（ユ）、

（担当：米田敦） 児嶋（ケ）、室屋（牛D)、吉岡（ふ）、
井上理（厨）、山崎淳（事）、
米田敦（産）

9月 9日 （金） 14:15 ～ 14:45 「今日の私にぴったりのストレス解消法」 歌井・八木（特）、上原（ユ）、
（担当：山崎淳） 室屋（牛D)、吉岡（ふ）、山崎淳（事）

12日 （月） 12:00 一般浴槽水質検査 山崎淳
10月 14日 （金） 14:15 ～ 14:45 「インフルエンザ、ノロウイルス対策」 歌井（特）、上原（ユ）、室屋（牛D)、

（担当：上原） 山崎淳（事）

6日 （木） 16:00 ～ ストレスチェック、生活習慣病予防健診　準備会議 米田敦、山崎淳
7日 （金） 13:00 ～ 14:30 秋季職員健康診断①（中島） 山崎淳

18日 （火） 13:30 ～ 15:30 秋季職員健康診断②（牛谷） 　〃
19日 （水） 13:45 ～ 16:00 秋季職員健康診断③（牛谷） 　〃
21日 （金） 18:10 ～ 19:10 施設内研修「インフルエンザ、ノロウイルス予防対策」 　〃

11月 22日 （火） 14:15 ～ 14:45 「女性のための大腸がん」 歌井・二田（特）、吉岡（ふ）、
（担当：吉岡） 井上理（厨）

10日 （木） 14:00 ～ 15:20 インフルエンザ予防接種①（牛谷） 米田泰、山崎淳、
14日 （月） 17:20 ～ 18:00 インフルエンザ予防接種②（ 〃  ） 看護職員
17日 （木） 14:15 ～ 15:10 インフルエンザ予防接種③（ 〃  ）
21日 （月） 17:20 ～ 17:35 インフルエンザ予防接種④（中島）
24日 （木） 13:30 ～ 13:45 インフルエンザ予防接種⑤（牛谷）
28日 （月） 17:20 ～ 17:35 インフルエンザ予防接種⑥（ 〃  ）

12月 9日 （金） 14:15 ～ 14:45 「腰痛対策について」 歌井・八木（特）、上原（ユ）、
（担当：室屋） 室屋（牛D)、吉岡（ふ）、井上理（厨）、

山崎淳（事）

3日 （土） 16:30 ～ 19:30 一般浴槽ヘアキャッチャー更新工事 山崎淳
1月 13日 （金） 14:20 ～ 14:50 「肺炎球菌感染症について」 歌井・八木（特）、上原（ユ）、

（担当：吉岡） 岸田（ケ）、室屋（牛D)、吉岡（ふ）、
井上理（厨）、山崎淳（事）

日 時間
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2月 10日 （金） 14:15 ～ 14:45 「結核について」 歌井（特）、上原（ユ）、室屋（牛D)、
（担当：歌井） 井上理（厨）、山崎淳（事）

23日 （木） 9:00 ～ 10:30 生活習慣病予防健診　準備会議 米田敦、山崎淳
3月 17日 （金） 14:15 ～ 14:45 「生活習慣病と職員健康診断について」 歌井（特）、小阪（ユ）、岸田（ケ）、

（担当：山崎淳） 室屋（牛D）、井上理（厨）、
4月施設内研修について（腰痛予防） 山崎淳（事）

3日 （金） 9:30 ～ 15:00 入居者健康診断②（特養） 山崎淳、看護職員
10日 （金） 13:00 ～ 16:30 入居者健康診断③（ケア、ユニット） 　　　　〃

井上理
井上理

・　4月、7月、10月、1月は、職員検便を実施　（年4回）
・　偶数月は、厨房の害虫防除作業・重点箇所調査を実施　（年6回）
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平成 28年度 特別養護老人ホーム常寿園 事業報告 

（短期入所生活介護事業、介護予防短期入所生活介護事業含む） 

 

１．基本方針 

  施設の快適で安全な環境の保全を図り、在宅復帰及び在宅での自立を念頭に置いて、明るく家庭的な

雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきも重視した運営を行い、個々の意思及び人格を尊重した支援を

心がけ、入所者が健やかで有意義な生活を安心して送れるようにした。 

２．利用者の処遇方針 

○常に入所者の心身の状態、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者とその家族に対し、

その相談に適切に応じるとともに、助言と援助をおこなった。 

   ○入所者の自立の支援及び、日常生活の充実に資するよう、人格に配慮しつつ施設サービス計画に基

づき適切な技術をもって介護、支援を実施する。又家族や地域との交流の機会の確保に努めた。 

○栄養並びに入所者の身体の状況及び、嗜好を考慮し、適切な時間にあらかじめ作成された献立に従

って、適切な衛生管理の下で、楽しい食事を提供した。 

○常に入所者の健康状態に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとる。又機能を改善し、

その減退の防止に努めた。 

○利用者の身辺、施設内外の美化、清掃、整理整頓に努め、特に換気空調に注意を払うとともに、憩い

の場としての環境整備をはかる。とりわけ、寝具、ねまき、下着等は常に清潔に保った。 

○入所者の心身の状況に応じ、健康にも配慮しつつ清潔保持に努力した。 

○入所者に対し、心身の状況に応じ、適切な方法により排泄の自立を心掛けた援助を行うが、おむつを

使用せざるを得ない人には、適したおむつを適切に取り替えた。 

○消防計画に基づき、年 2回以上（うち 1回は夜間想定）防災訓練を行った。 

３．職員の処遇方針 

○介護技術と意識の向上を目指し、積極的に職員研修を行った。 

○入浴・食事・排泄・移動についての介護方法を見直すため、各種委員会を開催した。 

○他施設での見学・実習・研修会・勉強会への参加を奨励した。 

○職員相互の交流を図り、協力し合い、学びあえる福利厚生や共同実践の場をつくった。 

○健康診断、腰痛検査を定期的に実施して健康管理をした。 

※おむつ交換 

   基本的には心身の状況に応じて適切な方法により、排泄自立を心掛けた援助を行うが、おむつの使用

をせざるを得ない人には「その人に適したおむつ」を検討して選び、適切に交換する。1 日 4 回の交

換以外に随時適切に交換して清潔を確保した。 

※水分補給は個々の心身の状況に応じて随時おこなった。 

※看護職員による処置は個々の心身の状況に応じて随時おこなった。 

※リネン交換は基本的に毎週業者による殺菌、消毒済みのものに交換するが、その他に汚れた場合は

随時取り替えた。 

※ショート利用者は基本的に同じであるが、特養に加えて健康チェック、持参品チェック処置等を個々の

状況に応じて行った。 
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特別養護老人ホーム常寿園行事報告 

 

実施日 行事名 内 容 

H28年 4月 7日 お花見（中庭・テラス） 
春の健康診断 
行事食 

・1F中庭・2Fテラスにて季節を感じた。 
 
・お花見料理を楽しんだ。 

5月 5日 
12日 

 
5日 

端午の節句 
朝顔・向日葵植え 
ベランダ園芸 
天川公園外出 

・桜餅、柏餅を食べた。 
・2Fテラスにて朝顔、向日葵の種をまいた。 
・花の苗植えを楽しんだ。 
・外出行事で外気に触れ、しゃぼん玉を楽しん
だ。 

6月 
23日 
30日 

衣替え 
紫陽花を楽しむ 
避難訓練 

・家族と衣類の入れ替えをし、季節を感じた。 
・ベランダより玄関の紫陽花を鑑賞した。  
 

7月 7日 
 

28日 

七夕祭り 
行事食 
そうめん流し 

・笹飾り作成 
・ちらし寿司を食べた。 
・フロアにてみんなでそうめんを流し、季節を
感じた。 

8月 8日 夏祭り ・浴衣姿で盆踊り・太鼓演奏を楽しんだ。 

9月 22日 敬老会 ・職員の楽器演奏を聴いたり、お祝いのお茶席
を楽しんだ。 

10月 15日 
 

20日 
 

24日 

秋祭り 
衣替え 
運動会 
秋の健康診断 
避難訓練 

・獅子舞見学・伝統芸能を楽しんだ。 
・家族と一緒に衣替えをし、季節を感じた。 
・紅白に分かれて交流を図った。 
 

11月 7日～11日 
16日 

トライやるウィーク 
常寿祭 
 
インフルエンザ予防接種 

・中学生との交流や壁画作りを楽しんだ。 
・『十人十色 和気あいあい』をテーマに文化祭
を楽しんだ。 

12月 15日 クリスマス会 ・サンタやトナカイと一緒に歌を歌った。 

H29年 1月 1日 お正月 
新年会 

・歌を唄ったり、正月遊びをした。 
・おせち料理でお正月気分を楽しんだ。 

2月 16日 
16日 

 
16日 

節分 
おやつ作り・お誕生日
会 
鍋料理 
 

・豆まき 
・おやつ作りを楽しみ、お誕生日のお祝いをし
た。 
・フロアにてみんなで鍋を囲んで食事を楽しん
だ。 

3月 16日 ひなまつり ・おはぎ作りを楽しんだ。 

 

・毎月実施した行事 

１．クラブ活動 

 月 1回 ： 生花教室、書道教室、音楽療法 

 隔 月 ： オカリナ教室、ハンドベル教室 

 随 時 ： 壁画、カラオケ、塗り絵、園芸 

       季節の工作、楽器演奏 

随時実施 

２．お誕生会 各人の誕生月に実施 

３．ボランティアさんの受入 散髪・喫茶・音楽療法ボランテ
ィア受け入れなど 

４．保育園、幼稚園、小学校との交流 中筋・北浜保育園・小学校 

５．リハビリ、レクリエーション、口腔体操 

（折り紙、体操、ゲーム、歌等） 

 

毎日実施した 

６．パン、ヨーグルト販売 パン：水曜日 

ヨーグルト：月・木曜日 
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平成 28年度 会議報告（事業所別） 

 

事業所名 特別養護老人ホ－ム常寿園  

会議・委員会名【 特養会議 】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

              

H28/4/6 

施設長・事務長・

介護職・看護職・

相談員 

先月の振り返り・新人職員紹介・各委員会報告・入居者処遇・基

本動作 

5/12 施設長・介護職・ 

看護職・相談員 

先月の振り返り・各委員会報告・業務について・入居者処遇・基

本動作 

6/2 施設長・介護職・

看護職・相談員 

先月の振り返り・各委員会報告・オムツについて・入居者処遇・

基本動作 

7/7 施設長・介護職・ 

看護職・相談員 

先月の振り返り・各委員会報告・オムツについて・入居者処遇・

基本動作・夏祭りについて 

8/4 

 

施設長・介護職・ 

看護職・相談員 

先月の振り返り・各委員会報告・業務について・リスクについて・

基本動作・排泄介助・入居者処遇・夏祭りについて 

9/1 施設長・介護職・

看護職・相談員 

先月の振り返り・各委員会報告・業務について・入居者処遇・基

本動作 

10/6 施設長・介護職 

看護職・相談員 

先月の振り返り・各委員会報告・業務について・入居者処遇・基

本動作・文化祭について 

11/10 

 

施設長・介護職 

看護職・相談員 

先月の振り返り・各委員会報告・業務について・入居者処遇・基

本動作・20周年記念行事について 

12/1 

 

施設長・介護職 

看護職・相談員 

先月の振り返り・各委員会報告・業務について・入居者処遇・基

本動作・排泄介助・感染症について 

H29/1/５ 

 

施設長・介護職 

看護職・相談員 

先月の振り返り・各委員会報告・業務について・入居者処遇・基

本動作・ショートについて 

2/10 施設長・介護職 

看護職・相談員 

前回の振り返り・行事、委員会担当・各委員会報告・業務につい

て・研修について・基本動作 

3/17 施設長・介護職 

看護職・相談員 

前回の振り返り・各委員会報告・スキルアップについて・業務に

ついて・基本動作 

 

 

会議・委員会名【 特養幹部会 】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

H29/1/26 

 

施設長・介護職・ 

看護職 

業務について・ショートについて・備品環境整備 

2/23 施設長・介護職・ 

看護職 

業務について・スキルアップについて・ショートについて・備品

環境整備・特浴機デモ 
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3/28 施設長・介護職・

看護職 

業務について・ショートについて・事故報告、検証・備品環境整

備 

 

会議・委員会名【 食事委員会 】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

H28/4/21 

 

介護職・看護職 

 

食事内容・入居者食事形態・食事席 

5/26 介護職・管理栄養

士 

食事内容・入居者食事形態・水分補給 

6/16 介護職・看護職 食事内容・入居者食事形態・水分補給 

 

7/21 介護職・看護職 食事内容・入居者食事形態・下膳車 

 

8/18 

 

介護職・看護職管

理栄養士 

食事内容・入居者食事形態・食事介助 

 

9/15 介護職・管理栄養

士 

食事内容・入居者食事形態・食事介助 

10/20 介護職・看護職 食事内容・入居者食事形態 

11/18 介護職 食事内容・入居者食事形態・食事介助 

 

12/22 介護職・看護師 食事内容・入居者食事形態・食事介助 

 

H29/1/18 介護職・看護職 食事内容・入居者食事形態 

2/23 介護職・看護職 食事内容・入居者食事形態 

3/23 介護職・看護職 食事内容・入居者食事形態・食事介助・おやつ 

 

 

 

会議・委員会名【 入浴委員会 】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

H28/4/21 

 

介護職 特浴機の使用方法と注意事項・入浴準備・清掃について 

5/26 

 

介護職・CM 

 

入浴時の注意点・入居者の入浴形態について 

6/16 

 

介護職・CM 

 

備品について・入浴時の注意点・清掃について 
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7/21 介護職 備品について・特浴時のベッドについて・夏祭りの対応 

8/18 介護職・CM 入居者の入浴形態について・清掃について 

9/15 

 

介護職・CM 入居者の入浴形態について・入浴時の連携について 

10/20 介護職・CM 入居者の入浴形態について・入浴後の薬について 

11/18 介護職・CM 入居者の入浴形態について・入浴後の対応について 

12/22 介護職・CM 入居者の入浴形態について・入浴時の流れ・清掃について 

H29/1/19 介護職・CM・看

護職 

入居者の入浴形態について・清掃チェック表について 

2/23 介護職・看護職 入浴者の入浴形態について・入浴時の排泄について 

3/23 介護職・看護職 入居者の入浴形態について・入浴時の注意点 

 

 

会議・委員会名【 排泄委員会 】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

H28/4/14 介護職・看護職 入居者の対応について 

 

5/5 介護職 入居者の対応について・オムツ業者変更・入浴時の対応について 

 

6/9 

 

介護職 入居者の対応について・新オムツの使用方法について 

7/14 介護職 入居者の対応について・排泄チェック表について・オムツの当て

方について 

8/11 介護職 入居者の対応について・排泄チェック表について・ラバーシーツ

について 

9/8 介護職 入居者の対応について・尿測について・清掃について・大王製紙

指導について 

10/13 

 

介護職・看護職 入居者の対応について・清掃について 

11/3 介護職・看護職 入居者の対応について・ポータブルトイレについて・トイレ誘導

について 
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12/8 

 

介護職・看護職 入居者の対応について・排泄チェック表について 

H29/1/12 

 

介護職・看護職 入居者の対応について・排泄介助について 

2/23 介護職・看護職 入居者の対応について 

 

3/23 介護職・看護職 入居者の対応について・消臭対策について 

 

 

会議・委員会名【 身体拘束・安全対策委員会 】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

H28/4/14 介護職・看護職 入居者処遇について・食事の対応について・リフト使用について 

H28/5/5 介護職・看護職 センサーマット使用について・換気時の注意点・入居者処遇につ

いて 

 

6/9 介護職 入居者処遇について・ムカデ対策・内出血、剥離対策・備品の故

障について 

7/14 介護職 入居者処遇について・NSコール、センサーコールについて 

 

8/11 

 

介護職 入居者処遇について・褥瘡について・リフト操作について 

9/8 介護職 入居者処遇について・巡回について 

 

10/13 介護職・看護職 入居者処遇について・安全ベルト、ミトンについて 

 

11/3 

 

介護職 入居者処遇について・身体拘束の原則について 

12/8 

 

介護職 入居者処遇について・機能訓練について 

H29/1/12 介護職・看護職 

 

入居者処遇について・見守りについて 

2/23 介護職・看護職 入居者処遇について・周知方法について 

3/15 介護職 入居者処遇について・危険認識について 

 

 

20



 

会議・委員会名【 美化・接遇委員会 】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

H28//21 介護職 ベッドメイキングについて・衣類整理について・加湿器について 

 

5/26 介護職 ベッドメイキングについて・バルサンについて 

 

6/16 介護職 ベランダ、車いす清掃について・リネン庫について 

車椅子介助について 

7/21 介護職 衣類整理について・ベランダ、車いす清掃について 

コミュニケーションについて 

8/18 介護職 衣類整理について・ベッドメイキングについて 

コミュニケーションについて 

9/15 介護職 

 

居室の整理整頓について 

言葉使いについて 

10/20 介護職 床頭台周りの清掃について・車いす清掃について 

 

11/18 介護職 衣類整理について・居室室温管理・加湿器について 

 

12/22 介護職 衣類、布団整理について・室温管理、換気について 

インフル対応、体調管理について・言葉使いについて 

H29/1/19 介護職 衣類、布団の乱れについて・車いす清掃について 

挨拶について 

2/23  介護職・看護職 床頭台、ベッド周りの清掃について 

言葉使いについて 

3/16 介護職 居室の整理整頓について・加湿器について 

言葉使い、挨拶について 

 

 

会議・委員会名【 ショ－ト委員会 】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

H28/4/14 介護職・看護職 情報収集について・行事、イベントについて・退所時対応につい

て 

5/５ 介護職・看護職 新規利用予定者について・利用者のニーズの把握 

 

６/9 介護職 車椅子について・利用者のニーズの把握・新規利用者について 
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7/14 介護職 荷物チェックについて・利用時の生活について 

 

8/11 介護職 新規利用者について・送迎について・連絡ノートについて 

9/15 介護職 新規利用者について・利用者のニーズについて 

10/13 介護職・看護職 連絡ノートについて・苦情について・送迎について・感染症対策

について 

11/3  介護職 感染症対策について・忘れ物について 

 

12/22 介護職・看護職 新規利用者について 

H29/1/12 介護職 新規利用者について 

2/23 介護職・看護職 

 

荷物チェック、忘れ物について・情報の伝達について 

3/23 

 

介護職・看護職 入所チェックについて・連絡ノートについて・居室について 
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平成28年度　部署内研修　実施状況

特　養

年 月 日 研修名 講師 出席者

28 4 7 移乗について 松村　千絵
施設長、看護職員、介護職員、
生活相談員、　　20名

5 12 認知症について
江口　優貴
栁田　薫
藤原　綾香

施設長、介護職員、機能訓練指
導員、介護支援専門員　　10名

6 2 熱中症について 尾方　寿至
施設長、看護職員、介護職員、
機能訓練指導員、介護支援専門
員　　20名

7 7 ストレスマネジメントについて 森本　信哉
施設長、看護職員、介護職員、
生活相談員、機能訓練指導員、
介護支援専門員　　19名

8 4 高齢者虐待防止について 後藤　直也
施設長、看護職員、介護職員、
生活相談員、機能訓練指導員
16名

10 6 認知症ケアの倫理 江口　優貴
施設長、看護職員、介護職員、
生活相談員、機能訓練指導員、
介護支援専門員　　23名

11 10
認知症介護実践者研修　自施設実習発
表（報告）

寺田　裕貴
施設長、看護職員、介護職員、
生活相談員、機能訓練指導員、
介護支援専門員　　25名

29 1 5 インフルエンザについて 井村　由紀子
施設長、看護職員、介護職員、
生活相談員、機能訓練指導員
22名

2 9
介護におけるプライバシー保護の重要
性

長谷川　均
施設長、看護職員、介護職員、
生活相談員、機能訓練指導員
17名
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平成２８年度 地域密着型特別養護老人ホーム常寿園 事業報告（案） 

（短期入所生活介護事業、介護予防短期入所生活介護事業含む） 

 

１．基本方針 

  施設の快適で安全な環境の保全を図り、在宅復帰及び在宅での自立を念頭に置いて、明るく

家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきも重視した運営を行い、個々の意思及び人格

を尊重した支援を心がけ、入居者が健やかで有意義な生活を安心して送れるようにした。 

２．利用者の処遇方針 

 ○常に入居者の心身の状態、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者とその家族

に対し、その相談に適切に応じるとともに、助言と援助をおこなった。 

 ○入居者の自立の支援及び、日常生活の充実に資するよう、人格に配慮しつつ施設サービス計

画に基づき適切な技術をもって介護、支援を実施する。又家族や地域との交流の機会の確保

に努めた。 

 ○栄養並びに入居者の身体の状況及び、嗜好を考慮し、適切な時間にあらかじめ作成された献

立に従って、適切な衛生管理の下で、楽しい食事を提供した。 

 ○常に入居者の健康状態に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとる。又機能

を改善し、その減退の防止に努めた。 

 ○利用者の身辺、施設内外の美化、清掃、整理整頓に努め、特に換気空調に注意を払うととも

に、憩いの場としての環境整備をはかる。とりわけ、寝具、ねまき、下着等は常に清潔に保

った。 

 ○入居者の心身の状況に応じ、健康にも配慮しつつ清潔保持に努めた。 

 ○入居者の心身の状況に応じ、適切な方法により排泄の自立を心掛けた援助を行うが、おむつ

を使用せざるを得ない入居者には、適したおむつを適切に取り替えた。 

 ○消防計画に基づき、年 2回以上（うち 1回は夜間想定）防災訓練を行った。 

３．職員の処遇方針 

 （１）介護技術と意識の向上を目指し、積極的に職員研修を行った。 

 （２）入浴・食事・排泄・移動についての介護方法を見直すため、グループ学習を行った。 

 （３）他施設での見学・実習・研修会・勉強会への参加を奨励した。 

 （４）職員相互の交流を図り、協力し合い、学びあえる福利厚生や共同実践の場をつくった。 

 （５）健康診断、腰痛検査を定期的に実施して健康管理をおこなった。 

  ※おむつ交換は基本的には心身の状況に応じて適切な方法により、排泄自立を心掛けた援助

を行うが、おむつの使用をせざるを得ない人には「その人に適したおむつ」を検討して選

び、適切に交換する。随時適切に交換して清潔を確保した。 

  ※水分補給は個々の心身の状況に応じて随時行った。 

  ※看護職員による処置は個々の心身の状況に応じて随時行った。 

  ※リネン交換は基本的には毎週業者による殺菌、消毒済みのものに交換するが、その他に汚

れた場合は随時取り替えた。 

  ※ ショート利用者は基本的に特養と同じであるが、健康チェック、処置等を個々の状況に

応じて行った。 

４．運営推進会議の開催 概ね 2ヶ月に 1回開催した。 
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平成２８年度 地域密着型特別養護老人ホーム常寿園行事報告 

 
実施予定 行事名 内 容 

H28年 4月 8
日 

お花見 ・中庭で花見料理を食べる。 

5月 23日 たこ焼きパーティー 
 

・ウッドデッキでたこ焼きを作り食べる。 

6月 
 
 

18日 
 

衣替え 
紫陽花を楽しむ 
 
おやつ作り 
避難訓練 

 
・ベランダより紫陽花を楽しみながらコーヒータ
イム。 

・出来立てのお好み焼きを楽しむ。 

7月 6日 七夕祭り 
 

・笹飾り作成。 

8月 17日 夏祭り 
 

・夏祭りに参加する。 

9月 19日 
26日 

敬老会 
高砂市最高齢を祝う会 

・ボランティアや職員による歌謡ショーを楽しむ 
・入居者の最高齢を皆で祝う。 

10月 15日 
19日 

 

秋祭り 
ハロウィンパーティー 
衣替え 
避難訓練 

・獅子舞を鑑賞する 
・ウッドデッキにてゲーム大会。 
・テラスにて鉢植えを楽しむ。 
 

11月 16日 常寿祭 
トライやるウィーク 

・常寿祭に参加する・ 
・中学生との交流を楽しむ。 

12月 16日 クリスマス会 
 

・カラオケ、手品、プレゼントを楽しむ。 

H29年 1月 
1日 
25日 

お正月 
新年会 
初詣 

・カルタなど、正月遊びをする。 
・おせち料理でお正月気分を楽しむ 
・神社参拝。 

2月 14日 鍋料理 
 

・鍋を囲みみんなで温まる。 

3月 3日 
28日 

ひなまつり 
おやつ作り 

・ひな祭りを祝う。 
・ケーキのトッピングを楽しむ。 

 
 
 
・毎月実施する行事 
１. 民謡教室 
２．生け花教室 

 

３．クラブ活動 
 月 1回 ： 書道教室 
 月 1回 ： 音楽療法 
 随 時 ： 壁画、カラオケ、塗り絵、民謡、趣味、 
       園芸、囲碁・将棋・おやつ作り 

随時 

４．お誕生会 各人の誕生日に実施 
５．ボランティアの受入 随時 
６．保育園、幼稚園、小学校との交流 随時 
７．リハビリ、レクリエーション 

  （折り紙、体操、ゲーム、歌等） 
毎日 

８．パン販売 パン：水曜日 
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平成 28年度会議報告（事業所別） 

 

事業所名 地域密着型特別養護老人ホーム常寿園  

会議・委員会名【ユニット全体会議】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

H28.4.26 施設長、介護職、

NS 

来月の目標、業務、入居者処遇、各委員会報告、家族対応 

5.23  施設長、介護職、

NS 

来月の目標、業務、入居者処遇、各委員会報告、水分補給、研

修「HIV」 

6.27 

 

施設長、介護職、

NS 

来月の目標、業務、入居者処遇、各委員会報告、介護の統一、

研修「事例検討」 

7.25 施設長、介護職、

NS 

来月の目標、夏祭り、業務、入居者処遇、各委員会報告、虐待、

研修「接遇」 

8.23 施設長、介護職、

NS 

来月の目標、業務、入居者処遇、各委員会報告、夏祭り反省、

研修「ユニットケア」 

9.26 施設長、介護職、

NS 

来月の目標、業務、入居者処遇、各委員会報告、苦情対応、心

肺蘇生 

10.25 施設長、介護職、

NS 

来月の目標、業務、入居者処遇、各委員会報告、常寿祭、オム

ツ検討、研修「接遇、マナー」 

11.22 施設長、介護職、

NS 

来月の目標、業務改善、入居者処遇、各委員会報告、事故、怪

我対応、研修「身体拘束」 

12.19 

 

施設長、介護職、

NS 

前回の振り返り、来月の目標、業務、入居者処遇、剥離内出血、

各委員会報告、研修「認知症」 

H29.1.23 施設長、介護職、

NS 

来月の目標、業務、入居者処遇、各委員会報告、異常早期発見、

研修「ストレスマネジメント」 

2.21 施設長、介護職、

NS 

来月の目標、業務、入居者処遇、各委員会報告、転倒、研修「睡

眠」 

3.24 介護職、NS 来月の目標、業務、入居者処遇、接遇、各委員会報告、苦情対

応、研修「褥瘡」 

 

会議・委員会名【ユニットリーダー会議】 

開催日 参加職員 議題・会議内容 

H28.4.15 施設長、長谷川均、

松田、長谷川大、上

原NS 

業務、入居者処遇 

5.20 施設長、長谷川均、

松田、長谷川大、上

原NS 

業務、入居者処遇、社会人ルール 
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6.24 長谷川均、長谷川

大、松田、上原NS 

業務、入居者処遇、夏祭り、介護統一 

7.25 施設長、長谷川均、

長谷川大、松田、上

原NS 

業務、入居者処遇、熱中症対策、夏祭り 

8.18 施設長、長谷川均、

長谷川大 

業務、入居者処遇、家族連携 

9.21 施設長、長谷川均、

長谷川大、松田、上

原NS 

業務、入居者処遇、苦情、転倒事故 

10.23 施設長、長谷川均、

長谷川大、松田、上

原NS 

業務、入居者処遇、常寿祭、オムツ検討、退所時対応 

11.18 施設長、長谷川大、

松田、上原 NS 

業務、入居者処遇、オムツ検討 

12.19 施設長、長谷川大、

松田、江口、上原

NS 

業務、入居者処遇、介助中の剥離、内出血、移乗方法 

 

H29.1.18 施設長、長谷川大、

松田、江口、上原

NS 

業務、入居者処遇、体調不良者の早期発見、服薬 

2.16 施設長、長谷川大、

松田、江口 

業務、入居者処遇、転倒 

3.29 施設長、長谷川大、

松田、江口、上原

NS 

業務、入居者処遇、原因不明の骨折 

 

会議・委員会名【桐ユニット会議】 

開催日 参加職員 議題・会議内容 

H28.4.17 桐スタッフ 業務、入居者処遇、業務 

5.13 桐スタッフ 業務、入居者処遇、水分補給 

6.15 桐スタッフ 業務、入居者処遇、環境調整、体調観察 

7.10 桐スタッフ 業務、入居者処遇、熱中症予防、夏祭り 

8.12 桐スタッフ 業務、入居者処遇、拘束、虐待 

9.14 桐スタッフ 業務、入居者処遇、緊急時対応 

10.14 桐スタッフ 業務、入居者処遇、掃除、環境整備 

11.13 桐スタッフ 業務、入居者処遇、物品破損 

12.17 桐スタッフ 業務、入居者処遇、大掃除 
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H29.1.9 桐スタッフ 業務、入居者処遇、投薬 

2.10 桐スタッフ 業務、入居者処遇、機能訓練 

3.1 桐スタッフ 業務、入居者処遇、体調不良者対応 

 

会議・委員会名【百合ユニット会議】 

開催日 参加職員 議題・会議内容 

H28.4.14 百合スタッフ 業務、入居者処遇、ターミナルケア 

5.17 百合スタッフ 業務、入居者処遇、水分補給 

6.18 百合スタッフ 業務、入居者処遇、オムツ、夏祭り 

7.18 百合スタッフ 業務、入居者処遇、熱中症 

8.15 百合スタッフ 業務、入居者処遇、敬老会 

9.17 百合スタッフ 業務、入居者処遇、ワックス掛け 

10.19 百合スタッフ 業務、入居者処遇、業務 

11.15 百合スタッフ 業務、入居者処遇、大掃除、環境整備 

12.10 百合スタッフ 業務、入居者処遇、目標、各担当 

H29.1.15 百合スタッフ 業務、入居者処遇、感染症対策、異常早期発見 

2.9 百合スタッフ 業務、入居者処遇、感染症 

3.11 百合スタッフ 業務、入居者処遇、カンファレンス、移乗 

 

会議・委員会名【橘ユニット会議】 

開催日 参加職員 議題・会議内容 

H28.4.17 橘スタッフ 業務、入居者処遇、環境調整 

5.12 橘スタッフ 業務、入居者処遇、行事 

6.23 橘スタッフ 業務、入居者処遇、環境整備  

7.16 橘スタッフ 業務、入居者処遇、水分補給、体交 

8.17 橘スタッフ 業務、入居者処遇、脱水予防、移乗 

9.19 橘スタッフ 業務、入居者処遇、清掃 

10.14 橘スタッフ 業務、入居者処遇、業務 

11.13 橘スタッフ 業務、入居者処遇、環境整備 

12. 12 橘スタッフ 業務、入居者処遇、大掃除、感染症 

H29.1.16 橘スタッフ 業務、入居者処遇、異常早期発見 

2.10 橘スタッフ 業務、入居者処遇、転倒事故 

3.17 橘スタッフ 業務、入居者処遇、感染症対策 

 

会議・委員会名【食事委員会】 

開催日 参加職員 議題・会議内容 

H28.4.15 北本、前田、埴渕 食事形態の変更、食器乾燥機、水分量 
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5.5 北本、前田、埴渕 食事形態の変更、トロミ、食中毒予防 

6.13 北本、前田、埴渕 食事形態の変更、感染症対策、誤嚥性肺炎 

8.17 北本、前田、埴渕 食事形態の変更、業務、食事形態 

9.5 北本、前田、埴渕 食事形態の変更、食中毒 

10.23 北本、前田、埴渕 食事形態の変更、業務 

11.13 北本、前田、埴渕 食事形態の変更、ハエ発生 

12.14 北本、前田、山口 食事形態の変更、食中毒 

H29.1.16 北本、前田、山口 食事形態の変更、面会制限 

2.12 北本、前田、山口 食事形態の変更、感染症予防 

３.20 北本、山口 食事形態の変更、感染症対策 

 

会議・委員会名【美化・接遇委員会】 

開催日 参加職員 議題・会議内容 

H28.4.20 山口、谷川、林 車椅子清掃、ゴミ箱 

身だしなみ、声掛け 

５.14 山口、谷川、林 加湿器、車椅子チェック表、吸引器清掃 

衣替え 

6.23 山口、谷川、林 洗濯器、戸棚、書類整理 

電話対応、社会人マナー 

7.19 山口、谷川、林 夏祭り、玄関、居室清掃 

社会人ルール、挨拶、身だしなみ 

8.21 山口、谷川 冷蔵庫内清掃、ユニット当番清掃 

挨拶、環境調整 

9.24 山口、谷川、林 ワックス掛け、車椅子清掃、エアコンファイルター清掃 

新規 SS対応 

10.20 山口、谷川、林 床清掃、加湿器準備 

他ユニット情報収集、死亡退所時の荷物 

11.17 山口、谷川、林 大掃除、加湿器、換気 

面会者感染予防 

12.14 奥見、谷川、林 大掃除、消毒 

面会者対応、新規 SS対応 

H29.1.20 奥見、谷川、林 物品故障、食べこぼし 

起床時の整容 

２.8 奥見、谷川、林 口腔ケア用品消毒 

環境調整、更衣 

３.20 奥見、谷川、黒木 居室、車椅子、パソコン上の汚れ 

言葉遣い、衣類 
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会議・委員会名【身体拘束・排泄委員会】 

開催日 参加職員 議題・会議内容 

H28.4.17 松田、長谷川大 各入居者排泄見直し、適切なパット使用 

5.21 松田、長谷川大 各入居者排泄見直し 

6.24 松田、長谷川大 各入居者排泄見直し、オムツ類業者変更 

7.22 松田、長谷川大 各入居者排泄見直し、業者指導、安全ベルト 

8.14 松田、長谷川大 各入居者排泄見直し、褥瘡対応 

所在確認 

9.21 松田、長谷川大 各入居者排泄見直し、4本柵 

10.22 松田、長谷川大 各入居者排泄見直し、オムツ研修 

11.15 松田、長谷川大 各入居者排泄見直し、清拭、車椅子ベルト 

12.17 松田、長谷川大、江

口 

各入居者排泄見直し、転倒注意 

H29.1.20 松田、江口 各入居者排泄見直し、臥床時マット 

2.16 松田、長谷川大、江

口 

各入居者排泄見直し、事故報告書 

 

3.21 松田、江口 各入居者排泄見直し 

 

会議・委員会名【入浴委員会】 

開催日 参加職員 議題・会議内容 

H28.4.22 矢野、上田、濵田 入浴時の注意点、菖蒲湯、カミソリ購入 

5.21 矢野、上田、濵田 入浴時の注意点、物品破損 

6.25 矢野、上田、濵田 入浴時の注意点、補充 

7.19 矢野、上田、濵田 入浴時の注意点、水分補給 

8.22 矢野、上田、濵田 入浴時の注意点、浴槽温度、爪切り 

9.17 矢野、上田、濵田 入浴時の注意点、温度調整 

10.18 矢野、上田、濵田 入浴時の注意点、消毒液、室温調整 

11.21 矢野、上田、濵田 入浴時の注意点、換気、ゆず湯 

12.20 矢野、上田、濵田 入浴時の注意点、カミソリケース 

H29.1.18 矢野、上田、濵田 入浴時の注意点、チェアシート 

2.18 矢野、上田、濵田 入浴時の注意点、入浴剤、温度調整 

3.18 矢野、上田、濵田 入浴時の注意点、洗濯物、入浴剤 
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平成28年度　部署内研修　実施状況

ユニット特養

年 月 日 研修名 講師 出席者

28 5 23 HIVについて 小阪　多恵子
施設長、看護職員、介護職員、
介護支援専門員　　13名

6 27 事例検討研修　「褥瘡」 濵田　智美
施設長、看護職員、介護職員、
介護支援専門員　　12名

7 25 接遇について 林　とも子
施設長、看護職員、介護職員、
介護支援専門員　　12名

8 23 ユニットケアについて 奥見　洋矢
施設長、看護職員、介護職員、
介護支援専門員　　12名

10 25 接遇・マナーについて 北本　秀平
施設長、看護職員、介護職員、
介護支援専門員　　11名

11 16 身体拘束について 谷川　徹
施設長、看護職員、介護職員、
介護支援専門員　　13名

12 19 認知症について 長谷川　大容
施設長、看護職員、介護職員、
介護支援専門員　　12名

29 1 21 ストレスマネジメントについて 江口　優貴
施設長、看護職員、介護職員、
介護支援専門員　　11名

2 21 睡眠について 北本　秀平
施設長、看護職員、介護職員、
介護支援専門員　　12名

3 24 経管栄養・吸引の注意点 小阪　多恵子
施設長、看護職員、介護職員、
介護支援専門員　　12名
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平成２８年度 常寿園居宅介護支援事業所 事業報告（案） 

 

１．基本方針 

  次の事項を基本に事業を行った。 

 （１）指定居宅介護支援事業所は、居宅で、その能力に応じ自立した日常生活が送れる

よう支援するものであるため、これらを十分配慮したケアプランを作成した。 

 （２）利用者や家族の意向を尊重し、適切な保健、医療、福祉サービスが、多様な事業

者から総合的、効率的に提供されるよう配慮した。 

 （３）利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は、特定の居宅サービス事業者に

不当に偏ることのないよう、公正中立に介護サービスを調整した。 

    また、利用者の立場に立って、提供される介護サービスを継続的に把握し、評価

して利用者と事業者の調整をおこなった。 

 

２．営業日、営業時間 

 （１）毎月曜日から金曜日（但し国民の休日及び 12月 30日から翌 1月 3日までを除く。） 

 （２）午前 8時 30分～午後 5時 30分 

 （３）上記以外の日または時間に急を要する事項が発生したときは、随時対応できる２

４時間の態勢を確保した。 

 

３．介護支援の提供方法 

 （１）支援の提供と内容 

   ① 担当する介護支援専門員が少なくとも月に 1 回利用者の居宅を訪問し、利用者   

や家族に面接して、解決すべき課題を把握した。 

   ② 当該地域における居宅サービス事業に関する適正な情報を提供し、利用者の選

択を求めた。 

   ③ 会議等を通じて各サービス担当者の専門的な意見を求め、居宅サービス計画の

原案を作成した。 

   ④ 文書により利用者の同意を得て、居宅サービス計画を作成し、サービスの利用

を調整した。 

   ⑤ 居宅サービス計画の実施状況を継続的に把握し、必要に応じて計画の変更、施

設の紹介等の便宜を図った。 

 

４．その他運営に関する重要事項 

 （１）介護支援専門員は地域住民の自発的な活動も含めて介護保険給付対象外の保健、

医療、福祉サービスを居宅サービス計画に積極的に位置づけるよう努めた。 

 （２）利用者やその家族に対し、サービスの利用方法等について、わかりやすく丁寧に

説明をおこなった。 

 （３）高砂地域包括支援センターと協力のもと、男性介護者のつどいを開催した。 

   男性介護者とともに介護について学び、茶話会でおひとりおひとりの思いや悩みを
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お聞きすることができ、次へつなげることができた。今後も継続していく予定。 

 （４）病院との連携、地域の民生委員との連携を図ることができた。今後も継続してい

く。 

  (５）事業所内外での研修に参加し、スキルアップを図った。今後も継続していく。 
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平成 28年度 中島居宅介護支援事業所常寿園 事業報告（案） 

 

 

１．基本方針 

  次の事項を基本に事業を行った。 

 （１）指定居宅介護支援事業所は、居宅で、その能力に応じ自立した日常生活が送れるよう支援するも

のであるため、これらを十分配慮したケアプランを作成した。 

 （２）利用者や家族の意向を尊重し、適切な保健、医療、福祉サービスが、多様な事業者から総合的、効

率的に提供されるよう配慮した。 

 （３）利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は、特定の居宅サービス事業者に不当に偏ること

のないよう、公正中立に介護サービスを調整した。 

    また、利用者の立場に立って、提供される介護サービスを継続的に把握し、評価して利用者と事業

者の調整をおこなった。 

 

２．営業日、営業時間 

 （１）毎月曜日から金曜日（但し国民の休日、12月 30日から翌 1月 3日までを除く。） 

 （２）午前 8時 30分～午後 5時 30分 

 （３）上記以外の日または時間に急を要する事項が発生したときは、随時対応できる態勢を確保した。 

 

３．介護支援の提供方法 

 （１）支援の提供と内容 

   ① 担当する介護支援専門員が少なくとも月に 1 回利用者の居宅を訪問し、利用者や家族に面接し

て、解決すべき課題を把握した。 

   ② 当該地域における居宅サービス事業に関する適正な情報を提供し、利用者の選択を求めるよう

にした。 

   ③ 会議等を通じて各サービス担当者の専門的な意見を求め、居宅サービス計画の原案を作成し

た。 

   ④ 文書により利用者の同意を得て、居宅サービス計画を作成し、サービスの利用を調整した。 

   ⑤ 居宅サービス計画の実施状況を継続的に把握し、必要に応じて計画の変更、施設の紹介等の

便宜を図った。 

  

４．その他運営に関する重要事項 

 （１）介護支援専門員は地域住民の自発的な活動も含めて介護保険給付対象外の保健、医療、福祉サ

ービスを居宅サービス計画に積極的に位置づけるよう努めた。 

 （２）利用者やその家族に対し、サービスの利用方法等について、わかりやすく丁寧に説明をおこなっ

た。 

（３）地域包括支援協力センターとして介護者のつどいを開催、地域交流を図り地域福祉に協力す

る事ができた 

 

34



平成 28年度 会議報告（事業所別） 

 

事業所名 常寿園居宅介護支援事業所・中島居宅介護支援事業所 

会議・委員会名【 定例会議 】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

毎週金曜日 ケアマネージャー 居宅伝達会議 

① 利用者の利用状況について 

② 新規相談 

③ 行政･事業所からのお知らせ 

④ 苦情相談 

⑤ その他 

毎月第３金

曜日 

ケアマネージャー 施設内定期研修 

４月 介護の基本とコミュニケーション 

５月 生活を変える福祉用具と住宅改修 

６月 食中毒について 

７月 ケアプランの作成のおいての注意事項 

８月 熱中症と脱水症の違い 

９月 第３回介護者のつどいを振り返って 

１０月 麻疹 はしか 

１１月 認知症の最新予防法と介護のコツ  

１２月 若年性認知症について 

１月 男性介護者の現状と課題 

２月 高齢者虐待について 

３月 年度末の反省と次年度の計画 

 

 ３月 18日  高砂市地域包括支援センター    男性介護者のつどい 

        常寿園居宅介護支援事業所  

 

 9月 16日  高砂市地域包括支援センター    認知症について 

        常寿園居宅介護支援事業所 
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平成28年度　部署内研修　実施状況

牛谷居宅・中島居宅

年 月 日 研修名 講師 出席者

28 4 22 介護の基本とコミュニケーション 山崎　尚子
介護支援専門員　5名

5 20 生活を変える福祉用具と住宅改修 毛利　貴子
介護支援専門員　5名

6 24 食中毒について 山崎　尚子
介護支援専門員　5名

7 22 ケアプラン作成においての注意事項 山崎　尚子
介護支援専門員　5名

8 26 熱中症・脱水症について 藤中　力
介護支援専門員　5名

9 23
平成28年度第3回介護者のつどいを振
り返って

藤中　力
介護支援専門員　5名

10 28 麻疹について 中野　貴子
介護支援専門員　5名

11 25
研修報告
「認知症の最新予防法と介護のコツ」

北脇　由美
介護支援専門員　5名

12 22 若年性認知症について 奥住　伊都子
介護支援専門員　5名

29 1 27 男性介護者の現状と課題 藤中　力
介護支援専門員　5名

2 24 高齢者虐待について 中野　貴子
介護支援専門員　5名

3 24 年度末の反省と次年度の計画 山崎　尚子
介護支援専門員　5名
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平成 28年度 常寿園デイサービスセンター 事業報告（案） 

（介護予防通所介護事業含む） 

 

１．基本方針 

  利用者の、その在宅での自立した日常生活の維持・向上を目標とし、日常生活に必要な援助及

びレクリエーション、機能訓練を行い、社会的孤立の解消、心身の機能低下防止、並びに家族の

身体的精神的負担の軽減を図った。 

 

２．利用者の処遇方針 

 ○ 常に利用者の心身の状態、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者とその家族

に対し、相談に応じるとともに助言と援助を行った。 

 ○ 日常生活の自立援助・レクリエーション・個別機能訓練は、利用者・家族と相談のうえ目標

を持って、無理なく楽しく行うことにより心身の維持向上を図った。 

 ○ 血圧、体温等の測定と当日の心身の状況、また個々の栄養状態に充分に配慮し、安全で快適

な利用を図り、又家族とも連絡調整を図った。 

 ○ 車椅子でのリフトバス、その他その人に適した方法で送迎を行い、便宜を図った。 

 ○ 利用者の心身の状況に適した方法（一般浴槽と特別浴槽による）で入浴サービスを提供した。 

 ○ 栄養並びに利用者個々の身体状況及び嗜好や栄養状態を考慮し、適切な時間にあらかじめ作

成された献立に従って、適切な衛生管理の下で食事を提供した。 

 ○ 居宅介護支援事業者や家族等との連携に努め、居宅サービス計画に沿ったサービス提供を行

った。 

 ○認知症予防・進行抑制のため脳トレーニング（計算・漢字・英語）を行った。 

 

３．職員の処遇方針 

 ○介護技術と意識の向上を目指し、積極的に職員研修を行った。 

 ○他施設での見学・実習・研修会・勉強会への参加を奨励した。 

 ○職員相互の交流を図り、協力し合い、学びあえる福利厚生や共同実践の場をつくった。 

 ○健康診断、腰痛検査を定期的に実施して健康管理をした。 

 

４．事業実施日 

   毎週日曜日から土曜日までの 7日間（1/1～1/3以外は全日営業） 

   ご家族の方が、いつでも安心して仕事に出かけたり、たまの休日を楽しみ過ごせるようにお

手伝いした。 

 一時預かり、急なご利用にも対応した。 

 

５．趣味や生きがい作りのためのクラブ活動を実施した。 

絵本の読み聞かせ、書道、絵手紙、俳句・川柳、手芸、折り紙、民謡、カラオケ、工作、

竹細工、日曜大工、囲碁・将棋、園芸、料理教室、ヨガ教室、フラダンス等 
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平成 28年度 常寿園デイサービスセンター行事報告 

 

実施予定 行事名 内 容 

H28年 4月 8 花見、マイスター ・バスで桜を見に行く・巻き寿司買いに行く 

５月 17日 春のバスツアー ・希望者のみ 

６月 10日 淡路島バスツアー ・名物料理堪能ツアー 

７月７・9 七夕会・BBQ ・七夕飾りを作成・中庭で BBQをたのしむ 

８月 8日 

19日 

夏祭り（盆踊り） 

夏バテ防止ツアー 

・盆踊り、屋台 

・焼き肉店に行く 

９月 19日 敬老会 ・職員による出し物を披露 

１０月 14日 

21日 

秋祭り 

秋のバスツアー 

・地元の獅子舞来園 

・希望者のみ 

１１月 8日 

16日 

工作 

文化祭 

・文化祭の作品仕上げる 

・利用者と職員力を合わせて歌と踊り披露する 

１２月 24日 クリスマス会 

 

・クリスマス会を兼ねて職員による出し物とゲー

ムなどで楽しく過ごす 

H29年１/10 

25日 

初詣 

新年会 

・お宮参りに行く 

・鍋料理を楽しむ、新春かくし芸大会 

２月 3日 節分 ・お面作り、豆まきのゲーム 

３月 3日 ひな祭り ・ボランティアさん来園 

 

毎 月 誕生会 

カレンダー作り 

衛生管理 

 

・誕生者に写真を送る 

・カレンダーに色塗りをする 

・足浴後手足の爪切りをする 

随 時 工作・手芸・書道 

リハビリ体操 

 

おやつ作り 

ドライブ 

買い物ツアー 

・簡単にできる工作・手芸・書道 

・音楽や掛け声にあわせて簡単な体操及び生活リ

ハビリ 

・季節のものを使っておやつを作り、食する 

・園外に出て季節感を味わう 

・希望があれば随時 

   

 

＊ 特養の行事と重なった場合は、合同で行った。 
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平成 28年度 会議報告（事業所別） 

 

事業所名  常寿園デイサ－ビスセンター   

会議・委員会名【 スタッフ会議 】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

H28.4.22 看護士・介護職員・相

談員 

前回の振り返り・現在の問題点、改善点・業務担当 

利用人数の伸び悩みについて、行事に対しての取組 

５.19 看護士・介護職員・相

談員 

前回の振り返り・現在の問題点、改善点・決めた曜日利

用人数３０名にする・入浴待ち時間の過ごし方   

６.17 看護士・介護職員・相

談員 

前回の振り返り・現在の問題点、改善点・夏祭りについ

て 

７.20 看護士・介護職員・相

談員 

前回の振り返り・現在の問題点、改善点・夏祭りについ

て・新規利用者獲得するためには 

８.19 看護士・介護職員・相

談員 

前回の振り返り・現在の問題点、改善点・利用者を増や

す対策・夏祭りの反省点・文化祭実行委員決定 

９.23 看護士・介護職員・相

談員 

前回の振り返り・現在の問題点、改善点・文化祭準備 

・安全運転について 

１０.19 看護士・介護職員・相

談員 

前回の振り返り・現在の問題点、改善点・利用者の現在

の状態を知る 

１１.16 看護士・介護職員・相

談員 

前回の振り返り・現在の問題点、改善点・他業種との関

わり方 

１２.21 看護士・介護職員・相

談員 

前回の振り返り・現在の問題点、改善点・新年度からの

デイについて・入浴時の注意事項 

H29.1.18 看護士・介護職員・相

談員 

前回の振り返り・現在の問題点、改善点・利用者の食事 

形態の見直し 

２.20 看護士・介護職員・相

談員 

前回の振り返り・問題点、改善点、・業務の改善点・職員

の役割分担の見直し 

３.21 看護士・介護職員・相

談員 

前回の振り返り・現在の問題点、改善点・利用者の食事

介助について 
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平成28年度　部署内研修　実施状況

牛谷デイ

年 月 日 研修名 講師 出席者

28 4 22 認知症予防のための筋力トレーニング 室屋　佑典
介護職員、看護職員、生活相談
員　　12名

5 25 シーティングについて 室屋　佑典
介護職員、看護職員、生活相談
員　　12名

6 17 MRSAと施設 桑原　貴子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　11名

8 19 リスクマネジメント研修 草壁　亜妃子
介護職員、看護職員、生活相談
員、機能訓練指導員　　12名

9 23 送迎時の車両乗降 山口　真弓
介護職員、看護職員、生活相談
員、機能訓練指導員　　8名

10 19 認知症ケア　「理由を探る」レッスン 山口　真弓
介護職員、看護職員、生活相談
員、機能訓練指導員　11　名

29 1 18 介護食を見直そう 山口　真弓
介護職員、看護職員、生活相談
員、機能訓練指導員　　12名
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平成２８年度 中島デイサービスセンター常寿園 事業報告（案） 

（介護予防通所介護事業含む） 

 

１．基本方針 

  利用者の、その在宅での自立した日常生活の維持・向上を目標とし、日常生活に必要な援助及び

レクリエーション、機能訓練を行い、社会的孤立の解消、心身の機能低下防止、並びに家族の身体

的精神的負担の軽減を図った。 

 

２．利用者の処遇方針 

 ○ 常に利用者の心身の状態、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者とその家族に

対し、相談に応じるとともに助言と援助を行った。 

 ○ 日常生活の自立援助、レクリエーション、目標を持ち無理なく楽しく機能訓練を行うことによ

り心身の維持向上を図った。 

 ○ 施設が有する専門的知識、機能の活用と専門職員による介護の知識技術の実践講座を開催した。 

 ○ 血圧、体温等の測定と当日の心身の状況、また個々の栄養状態に充分に配慮し、安全で快適な

利用を図り、又家族とも連絡調整を図った。 

 ○ 車椅子でのリフトバス、その他その人に適した方法で送迎を行い、便宜を図った。 

 ○ 利用者の心身の状況に適した方法（一般浴槽と特別浴槽による）で入浴サービスを提供した。 

 ○ 栄養並びに利用者個々の身体状況及び嗜好や栄養状態を考慮し、適切な時間にあらかじめ作成

された献立に従って、適切な衛生管理の下で食事を提供した。 

 ○ 居宅介護支援事業者や家族等との連携に努め、居宅サービス計画に沿ったサービス提供を行っ

た。 

 ○認知症予防・進行抑制のため脳トレーニング（計算・漢字・英語）やコミュニケーションリハを

行った。 

 

３．職員の処遇方針 

 ○介護技術と意識の向上を目指し、積極的に職員研修を行った。 

 ○他施設での見学・実習・研修会・勉強会への参加を奨励した。 

 ○職員相互の交流を図り、協力し合い、学びあえる福利厚生や共同実践の場をつくった。 

 ○健康診断、腰痛検査を定期的に実施して健康管理をした。 

 

４．事業実施日 

   毎週月曜日から土曜日までの６日間（年始は休み） 

 

５．利用日が楽しく過ごせるよう、又生きがい作りの手助けにヨガ、習字、絵手紙、川柳、俳句、手

芸、折り紙、民謡、カラオケ、工作等のクラブ活動が個々の好みに応じてできるよう計画した。 
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平成２８年度 中島デイサービスセンター常寿園行事報告（案） 

 

実施 行事名 内 容 

H28年 4月 

4.5.6.7.8 

花見 

BBQ 

・市川桜並木周遊・島グランド・赤穂御崎 

たつの公園で桜見物実施した。 

5月 9・18 春の旅行 ・希望者を募り、朝来市大町藤公園 

三田めんたいパークに出かけた。 

６月 15 紫陽花ドライブ ・ドライブを兼ねてヤクルト工場見学を実施 

７月６・７日 七夕会 ・職員の手作り料理を楽しんだ 

・七夕にちなんだ紙芝居を実施 

8月 8・24日 夏祭り（盆踊り） ・牛谷の夏祭りに参加した。 

・中島デイの夏祭りを開催した 

9月 19日 敬老会 ・長寿を喜び、敬老のお祝いパーティーを実施 

10月 13日 

26日 

14日 

31日 

秋の旅行 

 

大塩天満宮秋祭り 

ハロウィン 

・姫センで動物やサーカスを見学した。 

・神戸どうぶつ王国に行った 

・お祭り見学実施した。 

・手作り料理や仮装パーティーを楽しんだ 

11月 16日 常寿祭 ・文化祭に参加した 

12月 22日 

27.28日 

クリスマス 

忘年会 

・ツリーを飾り、ビンゴゲームなどで楽しく過ごした。 

.鍋を囲み忘年会を実施 

H29.1.4日 

 

5.6.10.11日 

7日 

新年会 

 

初詣 

七草粥 

・手作りのお祝い膳やぜんざいを食べ、福笑いなどの

ゲームをし、新年会を実施した。 

・各神社に参拝した。 

・手作りの七草粥を提供した 

2月 1.2.3日 

13日 

22日 

節分 

バレンタインパーティー 

梅見ドライブ 

・豆まき等節分行事を実施した。 

・チョコレートフォンデュパーティーを実施 

した 

3月 2.3日 

13日 

ひなまつり 

北浜こども園交流会 

・ひな祭りパーティーを実施 

・北浜こども園との交流会を実施した。 

 

毎 月 誕生会、買物 

カレンダー作り 

衛生管理 

・誕生日のお祝いをした。 

・月毎のカレンダーを作成した。 

・爪や体重・握力等チェックした。 

随 時 脳トレ寺子屋、料理教室 

ドライブ、折り紙教室 

書道教室、音楽療法、カ

ラオケ教室 

・利用者と共に各行事を楽しんだ 

・希望者を募り、各教室に参加してもらう 

年 2回 バスツアー ・希望者を募り、気候のいい時期に日帰りで旅行に出か

けた 
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平成 2８年度 会議報告（事業所別） 

 

事業所名 中島デイサービスセンター常寿園   

会議・委員会名【スタッフ会議】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

4月 18日 介護職員・相談員 

看護師 

業務改善、報告・年間目標 

利用者処遇、職員業務担当変更 

5月 16日 介護職員・相談員 

看護師 

業務連絡・行事 

利用者処遇、目標と問題点・反省 

6月 20日 介護職員・相談員 

看護師 

利用者処遇、新規利用者、 行事 

業務改善、 目標と問題点・反省 

7月 22日 介護職員・相談員 

看護師 

新規利用者、利用者処遇 行事（夏祭り） 

業務改善、目標と問題点・反省 

8月 24日 介護職員・相談員 

看護師 

利用者処遇 行事（敬老会） 

業務改善、目標と問題点・反省 

9月 16日 介護職員・相談員 

看護師 

利用者処遇、新規利用者、行事 

業務改善、目標と問題点・反省 

10月 17日 介護職員・相談員 

看護師 

利用者処遇、行事（文化祭） 

業務改善、目標と問題点・反省 

10月 29日 介護職員・相談員 

看護師 

行事（文化祭） 

11月 25日 介護職員・相談員 

看護師 

利用者処遇、新規利用者 行事 

業務改善、目標と問題点・反省 

12月 26日 介護職員・相談員 

看護師 

１年間の反省・来年の抱負、利用者処遇 行事 

業務改善、目標と問題点・反省 

２９年  

１月 24日 

介護職員・相談員 

看護師 

利用者処遇、新規利用者 行事 

業務変更 目標と問題点・反省 

2月 24日 介護職員・相談員 

看護師 

利用者処遇、新規利用者 行事 

業務変更 目標と問題点・反省 

３月 23日 介護職員・相談員 

看護師 

利用者処遇、行事 

業務変更 目標と問題点・反省 
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平成28年度　部署内研修　実施状況

中島デイ

年 月 日 研修名 講師 出席者

28 4 18
通所サービスの接遇を飛躍的に高める
取り組み

手古　郁子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　11名

5 16
医療知識と対応
誤嚥と窒息について

手古　郁子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　11名

6 20
記録の書き方
歩行補助用具の3つのポイント

手古　郁子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　10名

7 22 身体介助を見直そう 手古　郁子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　11名

8 24 楽々介助法 手古　郁子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　11名

9 16
介護にかかわる職員が身につけたい接
遇の基本

手古　郁子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　11名

10 17
「また来たい」と思わせる　おもてなしの
工夫

手古　郁子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　11名

11 25 言葉遣いと処遇について 手古　郁子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　10名

12 26 認知症の方へのリハビリ、ケアの工夫 手古　郁子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　12名

29 1 24 介護食を見直そう！ 手古　郁子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　10名

2 24
介護保険制度改正でどうなる？レクリ
エーションのこれから

手古　郁子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　12名

3 23 アクティビティ・ケア 手古　郁子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　11名
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平成２８年度 中島ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ常寿園「ふる里」 事業報告（案） 

（介護予防通所介護事業含む） 

 

１．基本方針 

  利用者の、その在宅での自立した日常生活の維持・向上と家族の介護負担の軽減を目

標とし、日常生活に必要な援助及びレクリエーション、機能訓練を行い、社会的孤立の

解消、心身の機能低下防止、並びに家族の身体的精神的負担の軽減を図った。 

 

２．利用者の処遇方針 

 ○ 常に利用者の心身の状態、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者とそ

の家族に対し、相談に応じるとともに助言と援助を行った。 

 ○ 個々の利用者に適した個別機能訓練、日常生活の自立援助、レクリエーション等は目

標を持って、無理なく楽しく行うことにより心身の維持向上を図った。 

 ○ 施設が有する専門的知識、機能の活用と専門職員による介護の知識技術の実践講座を

開催した。 

 ○ 血圧、体温等の測定と当日の心身の状況、また個々の栄養状態に充分に配慮し、安全

で快適な利用を図り、又家族とも連絡調整を図った。 

 ○ 車椅子でのリフトバス、その他その人に適した方法で送迎を行い、便宜を図った。 

 ○ 利用者の心身の状況に適した入浴サービスを提供した。 

 ○ 栄養並びに利用者個々の身体状況及び嗜好や栄養状態を考慮し、適切な時間にあらか

じめ作成された献立に従って、適切な衛生管理の下で食事を提供した。 

 ○ 居宅介護支援事業者や家族等との連携に努め、居宅サービス計画に沿ったサービス提

供を行った。 

 ○認知症予防・進行抑制のため脳トレーニング（計算・漢字・英語）を行った。 

 

３．職員の処遇方針 

 ○介護技術と意識の向上を目指し、積極的に職員研修を行った。 

 ○他施設での見学・実習・研修会・勉強会への参加を奨励した。 

 ○職員相互の交流を図り、協力し合い、学びあえる福利厚生や共同実践の場をつくった。 

 ○健康診断、腰痛検査を定期的に実施して健康管理をした。 

 

４．事業実施日 

   毎週月曜日から土曜日までの６日間（年始は休み） 

 

５．利用日が楽しく過ごせるよう、又生きがい作りの手助けに絵本の読み聞かせ、習字、

絵手紙、川柳、俳句、手芸、折り紙、民謡、カラオケ、工作等のクラブ活動が個々の好

みに応じてできるよう計画した。 
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平成２８年度 中島デイサービスセンター常寿園「ふる里」行事報告（案） 

 

実施予定 行事名 内 容 

H28年 4月 11・12・

１3日  

花見 ・ドライブも兼ねて花見に出かける 

5月 7日 春の旅行 ・希望者を募り、日帰り旅行に出かける 

6月 9・10日 紫陽花 ・ドライブを兼ねて紫陽花を見に出かける 

7月 7日 七夕会 ・七夕飾りを作り、季節感を味わう 

8月 8日 夏祭り（盆踊り）  

9月 19日 敬老会 ・敬老のお祝いをする 

10月 15・16・17日 

 

10月 28日 

紅葉見学 

 

運動会 

・ 気候のいい時期なので自然に触れ青空の下で

過ごす 

・ ここの身体機能にあわせた運動競技を行う 

11月 18日 常寿祭 文化祭、利用者が日頃創作した作品発表、展示 

12月 19日 年忘れ会 ・クリスマスを兼ねてツリーを飾り、ビンゴゲー

ムなどで楽しく過ごす 

H29年１月 16日 

 

1月 11・12・13日 

新年会 

 

初詣 

・ぜんざいを食べ、福笑いなどのゲームをし、新

年の祝いを行う 

・神社にお参り 

2月 3日 節分 ・豆まき 

3月 3日 ひなまつり ・茶話会 

 

毎 月 誕生会、買物 

カレンダー作り 

衛生管理 

・誕生者に誕生カードを送る 

・月毎のカレンダーを作成する 

・爪や耳掃除等チェックする 

随 時 おやつ作り、料理教室 

手芸、創作活動 

ドライブ  エステ 

フラダンス ヨガ 

・利用者とともにおやつを作り味わう 

・希望者を募り、袋や人形などを作る 

・季節を感じる風物を見学 

年２回 バスツアー ・希望者を募り、気候のいい時期に日帰りで旅行に出

かける 
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平成 2７年度会議報告（事業所別） 

 

事業所名 中島デイサービスセンター常寿園「ふる里」             

 

会議・委員会名【デイサービス会議】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

H2８.4.2５ 相談員、介護職

員、看護職員 

6月行事予定、現在の問題点、介護保険改定について 

5.2３ 相談員、介護職

員、看護職員 

7月行事予定、登録数、ケース検討会、現在の問題点 

6.2０ 相談員、介護職

員、看護職員 

8月行事予定、利用者数、現在の問題点、熱中症について 

7.2５ 相談員、介護職

員、看護職員 

9月行事予定、熱中症対策、夏祭りについて、疥癬について 

8.2９ 相談員、介護職

員、看護職員 

10 月行事予定、熱中症について、敬老会について、感染症

対策 

9.2６ 相談員、介護職

員、看護職員 

11 月行事予定、利用者数、ケース検討会、転倒予防につい

て 

10.６ 相談員、介護職

員、看護職員 

12 月行事予定、文化祭について、ケース検討会、リスクマ

ネジメントについて 

11.２１ 相談員、介護職

員、看護職員 

1月行事予定、クリスマス会について、送迎サービスの接遇 

12.１９ 相談員、介護職

員、看護職員 

2月行事予定、ケース検討会、現在の問題点、介護記録の書

き方について 

H2９.1.2３ 相談員、介護職

員、看護職員 

３月行事予定、利用者数、現在の問題点、ケース検討、介護

報酬改定のポイント 

2.２０ 相談員、介護職

員、看護職員 

４月行事予定、利用者数、現在の問題点、ケース検討、排泄

ケアについて 

3.2０ 相談員、介護職

員、看護職員 

5月行事予定、登録数、現在の問題点、インフル対策 
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平成28年度　部署内研修　実施状況

ふる里

年 月 日 研修名 講師 出席者

28 4 25 生活不活発病 福永　美保
介護職員、看護職員、生活相談
員　　5名

5 23 入浴介助について 山本　ゆかり
介護職員、看護職員、生活相談
員　　6名

6 20 認知症に負けない脳をつくる食の力 山下　延子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　5名

7 25
事故防止のための現場でできるワンポ
イント「誤嚥」

岩本　愛華
介護職員、看護職員、生活相談
員　　6名

8 29
その人らしい生活を支える技術　（楽々
介助法）

吉岡　智子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　5名

9 26 送迎時車両乗降マニュアル 白川　純一郎
介護職員、看護職員　　6名

10 6 BPSDはつくらないことが大事 山田　初美
介護職員、看護職員、生活相談
員　　5名

11 21 ノロウイルス感染症とその対応・予防 福永　美保
介護職員、看護職員、生活相談
員　　5名

12 19
知っておきたい医療的ケアの基礎知識
日頃の注意と組織力で防ぐインフルエン
ザ予防

岩本　愛華
介護職員、看護職員、生活相談
員　　5名

29 1 23 介護現場で役立つ医療知識 山下　延子
介護職員、看護職員、生活相談
員　　5名

2 20 介護報酬改定と制度の行方 白川　純一郎
介護職員、看護職員　　5名

3 20 認知症の方へのリハビリ・ケアの工夫 山田　初美
介護職員、看護職員、生活相談
員　　5名
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平成２８年度 常寿園ホームヘルプサービスセンター 事業報告（案） 

（介護予防訪問介護事業含む） 

 

 

１．基本方針 

 （１）常寿園ホームヘルプサービスセンターは、老人居宅訪問介護サービス事業の使命

を自覚し、地域社会との協調を深め、信頼される事業を行うことを目指した。 

 （２）利用者に優しさと安心満足を提供するよう努力した。 

 （３）利用者の皆様の人権と意思を尊重し、誠意をもって自立支援を行う努力をした。 

 （４）介護に携わる職業であることに誇りを持てるよう、職場環境の改善に努め、職員

一人一人を大切にし、働きがいのある職場をつくるよう努力した。 

 

２．利用者の処遇方針 

 （１）生活相談・援助・介護 

    常に利用者の心身の状態、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者

とその家族に対し、相談に応じるとともに助言と援助を行った。 

 （２）連携・調整・協力 

    居宅介護支援事業者や家族等との連携に努め、訪問介護計画に沿ったサービス提

供を行った。 

 

３．職員の処遇方針 

  ○介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、常に新しい情報・

技術を習得できるよう積極的に研修への参加・実施を行った。 

  ○職員相互の交流を図り、協力し学びあえる福利厚生や共同実践の場を作った。 

  ○健康診断、腰痛検査を定期的に実施して健康管理をした。 

 

４．事業実施日 

  月曜日から土曜日まで（日曜日・12月 30日～1月 3日は原則休業） 
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平成 28年度 会議報告（事業所別） 

 

事業所名  常寿園ホームヘルプサービスセンター  

会議・委員会名【 ヘルパー会議 】 

開催日 参加職種 議題・会議内容 

H28.４.28 サービス提供責任者 

登録ヘルパー 

今月の振り返り（各自発表）、意見交換 

来月のシフト確認、連絡事項 

5.31 サービス提供責任者 

登録ヘルパー 

今月の振り返り（各自発表）、意見交換 

来月のシフト確認、連絡事項 

6.30 サービス提供責任者 

登録ヘルパー 

今月の振り返り（各自発表）、意見交換 

来月のシフト確認、連絡事項 

7.29 サービス提供責任者 

登録ヘルパー 

今月の振り返り（各自発表）、意見交換 

来月のシフト確認、連絡事項 

8.31 サービス提供責任者 

登録ヘルパー 

今月の振り返り（各自発表）、意見交換 

来月のシフト確認、連絡事項 

9.30 サービス提供責任者 

登録ヘルパー 

今月の振り返り（各自発表）、意見交換 

来月のシフト確認、連絡事項 

10.31 サービス提供責任者 

登録ヘルパー 

今月の振り返り（各自発表）、意見交換 

来月のシフト確認、連絡事項 

11.30 

 

サービス提供責任者 

登録ヘルパー 

今月の振り返り（各自発表）、意見交換 

来月のシフト確認、連絡事項 

12.27 

 

サービス提供責任者 

登録ヘルパー 

今月の振り返り（各自発表）、意見交換 

来月のシフト確認、連絡事項 

H29.1.31 サービス提供責任者 

登録ヘルパー 

今月の振り返り（各自発表）、意見交換 

来月のシフト確認、連絡事項 

2.28 サービス提供責任者 

登録ヘルパー 

今月の振り返り（各自発表）、意見交換 

来月のシフト確認、連絡事項 

3.31 サービス提供責任者 

登録ヘルパー 

今月の振り返り（各自発表）、意見交換 

来月のシフト確認、連絡事項 
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平成28年度　部署内研修　実施状況

ホームヘルプ

年 月 日 研修名 講師 出席者

28 4 28 プライバシーの保護 脇丸　まゆみ
サ責、ヘルパー　10名

5 31 認知症について 脇丸　まゆみ
サ責、ヘルパー　9名

6 30 食中毒とその予防について 脇丸　まゆみ
サ責、ヘルパー　8名

7 29 脱水症・熱中症・熱射病を予防するには 脇丸　まゆみ
サ責、ヘルパー　10名

8 31
訪問介護の掃除でヘルパーが注意する
こと

脇丸　まゆみ
サ責、ヘルパー　8名

9 30
接遇について
～喜ばれるヘルパーの心構えと勤務の
基本姿勢～

脇丸　まゆみ
サ責、ヘルパー　9名

10 31 在宅介護の感染症予防について 脇丸　まゆみ
サ責、ヘルパー　8名

11 30 「姿勢について」　～寝ること・座ること～ 脇丸　まゆみ
サ責、ヘルパー　7名

12 27 リーダーシップについて 脇丸　まゆみ
サ責、ヘルパー　9名

29 1 31 利用者本位とは 脇丸　まゆみ
サ責、ヘルパー　9名

2 28
ヘルパーの仕事にあるトラブルやクレー
ムについて

脇丸　まゆみ
サ責、ヘルパー　8名

3 31 状態の観察と緊急時の対応について 脇丸　まゆみ
サ責、ヘルパー　9名
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平成２８年度 ケアハウス常寿園 事業報告（案） 

 

 

１．基本方針 

  高齢や身体機能低下により、独立した生活が不安でかつ家族による援助が困難な利用者を定額で支

援するした。 

  高齢者に住みよい環境を提供し、利用者の人格尊重と自主、自立支援を基本として食事提供、相談・

助言、余暇活動援助をはかり、災害、疾病時の対応に万全を期し、利用者が安らぎと安心の生活がで

きるようにした。 

 

２．利用者の処遇方針 

 ○ 利用者の生活、家庭、心身の状況を把握し、相談に応じ適切な助言援助に努めた。 

  必要に応じ、介護保険サービス等の有効利用、手続き、紹介、調整をおこなった。 

 ○ 高齢者の心身の状況、嗜好希望を考慮した食事を、栄養健康に配慮した献立表に従って適切な時

間に提供した。 

 ○ 月曜日～土曜日の午後 1時から午後 5時まで自由に入浴できるようにした。 

 ○ 利用者の疾病、災害等による緊急時に対応できる職員体制、関係機関との連携、家族等との調整、

制度施策の活用を迅速適切に行った。 

 ○ 健康診断を定期的に受ける機会を設け、健康の保持、疾病の予防に努めた。（記録を保存） 

 ○ 趣味、教養娯楽、交流行為に協力した。 

 ○ 高齢者として住みよい環境衛生、防災、保健衛生に配慮した住環境を提供した。 

 ○ 消防計画に基づき、年 2回以上（うち 1回は夜間想定）防災訓練を行った。 

 

３．職員の処遇方針 

 （１）職員相互の交流を図り、協力し合い、学び合えるよう、福利厚生や共同学習活動の場を作った。 

 （２）他施設での見学・実習を行う。常に研修会に参加し、新しい知識を学んだ。 

 

４．利用者の日常における健康管理に配慮するとともに、随時、保健衛生知識の普及指導を行った。 
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平成２８年度 ケアハウス常寿園行事報告書 

 

実施日 行事名 内 容 

H28年 4月 7日 花見 

外食ツアー 

・鹿島神社にて花見 

 

５月 13日 外食ツアー 

菖蒲湯・端午の節句 

 

・菖蒲湯につかり、季節感を味わってもらう 

６月 10日 外食ツアー 

紫陽花ツアー 

 

・加古川にて紫陽花の観賞 

７月 8日 七夕会行事 

外食ツアー 

・七夕飾りを作成 

８月 8日 夏祭り ・踊りを練習し、盆踊りを楽しむ 

 

９月 16日 敬老会 

外食ツアー 

・敬老の日を祝う 

１０月 11日 外食ツアー 

秋祭り 

 

・獅子舞を中庭で観賞する 

１１月 16日 常寿祭 

外食ツアー 

・作品展示、イベントを楽しむ 

 

１２月 22日 クリスマス会 

柚子湯 

・クリスマスケーキを食べて楽しい時間を過ごす 

・冬至に柚子湯にて季節感を味わってもらう 

H29年１月１日 

5日 

12日 

新年会 

初詣 

鏡開き 

・おせち料理をみんなで食べ、新年を祝う 

・初詣（大塩天満宮） 

・ぜんざいを作り食べていただく 

２月 3日 節分 ・豆まき 

３月 3日 ひな祭り ・甘酒を飲み楽しい時間を過ごす 

      その他   誕生会：入居者の誕生月、夕食時に祝う。 

 

・毎月実施する行事（ケアハウス） 

・ラジオ体操・転倒予防体操 平日（月～金） 

・買物ツアー・買物代行 週 1回 

・クラブ活動 

 （折り紙教室・竹細工教室） 
月１回 

・ボランティアさんの受入 随時 

・地域との交流 随時 

・地域行事への参加 随時 
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平成 28年度 会議報告（事業所別） 

 

事業所名  ケアハウス 常寿園    

会議・委員会名【 ケアハウス会議 】 

開催日 参加者 議題・会議内容 

H28.4.27 入居者 

福田・児嶋 

次月の行事予定の説明・ゴールデンウイーク中の勤務体制

について・入居者健康診断について 

5.26 入居者 

福田・児嶋 

次月の行事予定の説明・冷蔵庫内の点検・衣服の調整・水

分補給について・食中毒予防について・避難訓練について 

6.29 入居者 

福田・児嶋 

次月の行事予定の説明・水分補給について・配膳車につい

て・熱中症対策について・食中毒予防について 

7.29 入居者 

福田・児嶋 

次月の行事予定の説明・熱中症対策について・水分補給に

ついて・夏祭りについて・ 

8.30 入居者 

福田 

次月の行事予定の説明・体調管理について 

 

9.29 入居者 

福田 

次月の行事予定の説明・常寿祭作品について 

10.27 入居者 

福田 

次月の行事予定の説明・常寿祭・インフルエンザ予防接種

について・トライやる学生受け入れについて 

11.29 入居者 

福田 

次月の行事予定の説明・年末・年始・大掃除について 

 

12.27 入居者 

福田・岸田 

次月の行事予定の説明・年末・年始・初詣について 

 

H29.1.30 入居者 

福田・岸田 

次月の行事予定の説明・外出行事自粛について 

面会制限について・事務費算定事前提出資料について 

2.28 入居者 

福田・岸田 

次月の行事予定の説明・入居者健康診断について・感染症

対策について・事務費算定について 

3.28 入居者 

福田・岸田 

次月の行事予定の説明・ワックス掛けについて 

外出行事について 
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特養
（ｼｮｰﾄ含）

ユニット
（ｼｮｰﾄ含）

牛谷デイ 中島デイ ふる里 ｹｱﾊｳｽ 計

165 23 6 20 5 1 220
大分類 小分類（重複）

打撲 3 1 4
骨折 2 1 1 1 5
内出血 3
剥離 2 2
裂傷 2 1 3
出血 3 3
擦り傷 1 1 2
無傷 31 10 2 10 1 54
計 47 12 3 11 3 0 76
骨折 1 1
無傷 12 2 1 15
計 13 2 0 1 0 0 16
打撲 1 1
無傷 9 3 12
計 10 0 0 3 0 0 13
剥離 5 5
内出血 15 15
骨折 1 1
打撲 1 1
無傷 6 2 1 9
計 27 3 0 0 0 1 31
打撲 1 1
無傷 11 4 4 2 21
計 12 4 0 4 2 0 22
無傷 1 1
計 1 0 0 0 0 0 1
剥離 5 1 6
裂傷 1 1
出血 6 6
内出血 2 2
無傷 6 1 1 8
計 19 2 1 1 0 0 23
出血 1 1
無傷 5 5
計 7 0 0 0 0 0 7

無断外出 計 4 0 1 0 0 0 5
異　　食 計 4 0 0 0 0 0 4
義歯破損 計 2 0 0 0 0 0 2

誤薬（服薬忘れ） 計 11 0 0 0 0 0 11
誤　　飲 計 3 0 0 0 0 0 3

持ち物破損 計 4 0 1 0 0 0 5
持ち物紛失 計 1 0 0 0 0 0 1

実人数 73 12 6 13 5 1
１回 36 8 6 8 5 1
2回 17 1 3
3回 9 1 2
4回 3 1
5回 1
6回 4 1
7回 1
10回 2

原因不明

総合計　　（ヒヤリハット含む）

平成２８年度　ヒヤリハット・事故報告集計

1人当たりの
事故回数分布

ずり落ち

尻　　餅

転　　倒

移　　乗

介助中の事故

利用者間トラブル

転　　落

55



平成28年度　苦情処理状況

事業所名 申出人 苦情趣旨 対応・結果等 今後の対策等

牛谷デイ 地域の方

バスの送迎中に自分のうわ
さ話をされていると常寿園の
デイを利用している知り合い
から聞いた。

謝罪し、改善する旨説明す
る

たとえ常寿園の利用者では
なくても、他人の噂話を安易
に無関係の人の前で話さな
いよう、個人情報の保護の
徹底を行う。

牛谷デイ 利用者の夫

バスの送迎時、妻が着席す
る前に添乗職員が着席し
た。着席の確認とシートベル
ト着用の確認が必要ではは
無いか・

謝罪し、業務終了後全員に
指導するよう指示。他事業
所にも伝達。

利用者の着席・シートベルト
の着用を徹底する。

牛谷デイ
利用者の近
所の方

送り時、利用者の家の前に
車を止めてクラクションを鳴
らすのをやめて欲しい。利
用者が鳴らしているのかもし
れないが。

謝罪し、改善を約束する。
調査の結果、助手席に座っ
ている利用者（特定の方）が
鳴らしていることが判明。職
員は本人が怒るため、注意
できなかったとの事。
本人と話をし、クラクションを
鳴らさないよう強く申し伝え
納得していただく。

クラクションを鳴らすようであ
れば、後部座席に座ってい
ただく。

また、リスクの高い裏道を通
るよう職員に指示をするた
め、本人に話をし、職員も裏
道を使わないようにする。

牛谷居宅 一般の方

車間を詰めてきてとても危
険

謝罪をし、指導する旨お伝
えする。
朝礼での伝達指導・当人に
厳しく指導する

車間を保持し、ゆっくりゆっ
たり運転する。

ショートステイ 利用者家族

請求トラブル
請求が遅くなったことと請求
書に誤りがあったことの詳
細の説明不足、差額を振り
込んで欲しいと言ったこと。
忘れ物の衣類をどうさせて
もらったらいいですか？と言
われたこと。

電話にて再度、一ノ木がお
話の内容を確認。訪問し、
差額の説明と集金、衣類の
返却を行い修了。

全て御対応を丁寧に行う。
請求は速やかに行う。

ユニット
利用者家族
（元介護職）

初回利用で褥瘡ができた。
報告も事後であった。

担当者会議を開催し、ご家
族の要望や家庭での介護
の方法を確認し、施設での
介護方法を検討した。

何かあれば必要であればそ
の都度担当者会議を開催
し、対応を協議する。家族と
のコミュニケーション、言葉
のキャッチボールに心掛け
る。
元介護職だからと言って恐
れない、教えてもらう気で対
応する。

ショートステイ
利用者家族
CM

瞼に傷を作って帰ってきた
が、何の説明も受けていな
い。

CMと家族へ報告をしなかっ
た旨直接謝罪を行う

利用時の異変については、
速やかに家族（CM）へ連絡
を入れるよう、報告体制を確
認する。

牛谷居宅 利用者

担当者会議の際、大きな声
でお金がない等話をされ
た。
事実ではあるが、他人に聞
こえるような大きな声で言わ
ないでほしい。

謝罪を行う 担当者会議は会議室（面接
室）で行うように指導する。
個人情報に配慮するよう指
導する。
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全事業所　配置 比率
員数計 正職 準職 非常勤 換算数 正職率 準職率 非常勤率 常勤率 非常勤率

特養 48 28 3 17 38.12 58.33% 6.25% 35.42% 64.58% 35.42%

ユニット特養 15 15 0 0 15.00 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

牛谷デイ 15 9 2 4 13.20 60.00% 13.33% 26.67% 73.33% 26.67%

中島デイ 13 9 1 3 11.33 69.23% 7.69% 23.08% 76.92% 23.08%

ふる里デイ 7 5 1 1 6.80 71.43% 14.29% 14.29% 85.71% 14.29%

ケアハウス 3 2 1 0 2.00 66.67% 33.33% 0.00% 100.00% 0.00%

牛谷居宅 5 5 0 0 5.00 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

中島居宅 1 1 0 0 1.00 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

ホームヘルプ 12 2 1 9 16.67% 8.33% 75.00% 25.00% 75.00%

合計（ヘルプ含む 119 76 9 34 63.87% 7.56% 28.57% 71.43% 28.57%

合計（ヘルプ除く 107 74 8 25 92.45

介護職員　配置 比率
員数計 正職 準職 非常勤 換算数 正職率 準職率 非常勤率 常勤率 非常勤率

特養 29 15 3 11 23.48 51.72% 10.34% 37.93% 62.07% 37.93%

ユニット特養 13 13 0 0 13.00 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

牛谷デイ 11 5 2 4 8.80 45.45% 18.18% 36.36% 63.64% 36.36%

中島デイ 9 5 1 3 7.33 55.56% 11.11% 33.33% 66.67% 33.33%

ふる里デイ 5 3 1 1 4.40 60.00% 20.00% 20.00% 80.00% 20.00%

ケアハウス 1 0 1 0 0.00 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

ホームヘルプ 12 2 1 9 16.67% 8.33% 75.00% 25.00% 75.00%

合計（ヘルプ含む 80 43 9 28 53.75% 11.25% 35.00% 65.00% 35.00%

合計（ヘルプ除く 68 41 8 19 57.01

看護職員　配置 比率
員数計 正職 準職 非常勤 換算数 正職率 準職率 非常勤率 常勤率 非常勤率

特養 7 4 0 3 5.63 57.14% 0.00% 42.86% 57.14% 42.86%

ユニット特養 2 2 0 0 2.00 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

牛谷デイ 2 2 0 0 2.00 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

中島デイ 2 2 0 0 1.80 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

ふる里デイ 1 1 0 0 1.20 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

合計 14 11 0 3 12.63 78.57% 0.00% 21.43% 78.57% 21.43%

看護職員＋介護職員　配置 比率
員数計 正職 準職 非常勤 換算数 正職率 準職率 非常勤率 常勤率 非常勤率

特養 36 19 3 14 29.11 52.78% 8.33% 38.89% 61.11% 38.89%

ユニット特養 15 15 0 0 15.00 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

牛谷デイ 13 7 2 4 10.80 53.85% 15.38% 30.77% 69.23% 30.77%

中島デイ 11 7 1 3 9.13 63.64% 9.09% 27.27% 72.73% 27.27%

ふる里デイ 6 4 1 1 5.60 66.67% 16.67% 16.67% 83.33% 16.67%

合計 81 52 7 22 69.64 64.20% 8.64% 27.16% 72.84% 27.16%

機能訓練指導員　配置 比率
員数計 正職 準職 非常勤 換算数 正職率 準職率 非常勤率 常勤率 非常勤率

特養 1 1 0 0 0.72 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

ユニット特養 (1) (1) 0 0 0.28 - - - - -

牛谷デイ 1 1 0 0 1.00 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

合計 2 2 0 0 2.00 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

職員雇用形態　比率現況
平成29年3月31日
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男女比率

全事業所　配置 比率

員数計 男性 女性 男性率 女性率

特養 48 13 35 27.08% 72.92%

ユニット特養 15 7 8 46.67% 53.33%

牛谷デイ 15 1 14 6.67% 93.33%

中島デイ 13 1 12 7.69% 92.31%

ふる里デイ 7 1 6 14.29% 85.71%

ケアハウス 3 2 1 66.67% 33.33%

牛谷居宅 5 1 4 20.00% 80.00%

中島居宅 1 0 1 0.00% 100.00%

ホームヘルプ 12 1 11 8.33% 91.67%

合計 119 27 92 22.69% 77.31%

看護職員＋介護職員　配置 比率

員数計 男性 女性 男性率 女性率

特養 33 7 26 21.21% 78.79%

ユニット特養 15 7 8 46.67% 53.33%

牛谷デイ 13 0 13 0.00% 100.00%

中島デイ 11 1 10 9.09% 90.91%

ふる里デイ 6 0 6 0.00% 100.00%

ケアハウス 1 0 1 0.00% 100.00%

ホームヘルプ 12 1 11 8.33% 91.67%

合計 91 16 75 12.19% 87.81%
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全事業所 員数計 CM 主C 社福 主事 介福 実務 初任 認リ 認実 正看 准看 理学

特養 48 5 1 0 9 21 0 12 4 4 4 3 1

ユニット特養 15 2 0 0 4 11 1 3 1 2 1 1 0

牛谷デイ 15 1 0 0 0 9 1 6 0 1 0 2 1

中島デイ 13 1 0 0 3 9 1 4 0 1 1 1 0

ふる里デイ 7 0 0 0 1 4 0 2 0 1 1 0 0

ケアハウス 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

牛谷居宅 5 5 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0

中島居宅 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ホームヘルプ 12 1 0 0 0 2 1 10 0 1 0 0 0

合計 119 16 6 0 17 60 5 38 5 10 7 7 2

介護職員 員数計 CM 社福 主事 介福 実務 初任 認リ 認実

特養 29 2 0 5 19 0 12 3 3

ユニット特養 13 1 0 4 11 1 3 1 2

牛谷デイ 11 0 0 0 8 1 5 0 0

中島デイ 9 0 0 2 7 1 5 0 1

ふる里デイ 5 0 0 0 3 0 1 0 0

ケアハウス 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ホームヘルプ 12 1 0 0 2 1 10 0 1

合計 79 4 0 11 50 5 36 4 7

介護職員の介護福祉士資格所持状況
（介護職員全体） （介護福祉士）

介護職員 員数 常換数 員数 常換数

特養 29 23.48 19 16.93

ユニット特養 13 13.00 11 11.00

牛谷デイ 11 8.80 8 7.00

中島デイ 9 7.33 7 5.93

ふる里デイ 5 4.40 3 2.80

合計 67 57.01 48 43.66

表中の表記について

・CM　：　介護支援専門員 ・認リ　：　認知症介護実践研修（実践リーダー研修）修了
・主C　：　主任介護支援専門員 ・認実　：　認知症介護実践研修（実践者研修）修了
・社福　：　社会福祉士 ・正看　：　正看護師
・主事　：　社会福祉主事 ・准看　：　准看護師
・介福　：　介護福祉士 ・理学　：　理学療法士
・実務　：　介護職員実務者研修修了、ヘルパー1級
・初任　：　介護職員初任者研修修了ヘルパー2級

76.6%

介護職員中の割合

72.1%

84.6%

79.5%

80.9%

資格所持員数　（介護職員

職員所持資格　現況

資格所持員数　（全職員

平成29年3月31日

63.6%
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職員の配置状況

常勤 配置 常勤 配置 常勤 配置 常勤 配置 常勤 配置
換算 基準 換算 基準 換算 基準 換算 基準 換算 基準

施設長（管理者） 1 1.0 1 (1) (1.0) (1) (1) (1.0) (1) 1 1.0 1 (1) (1.0) (1)

介護支援専門員 1 1.0 1 1 1.0 1

生活相談員 1 1.0 1 (1) (1.0) (1) 1 1.4 1 1 1.2 1 1 1.2 1

看護職員 7 5.6 3 2 2.0 1 2 2.0 1 2 1.8 1 1 1.2 1

介護職員 29 23.5 21 13 13.0 8 11 8.8 6 9 7.3 6 5 4.4 4

機能訓練指導員 1 1.0 1 (1) (1.0) (1) 1 1.0 (2) (1.5) (2) (1.2)

管理栄養士 1 1.0 1 (1) (1.0) (1) (1) (1.0) (1)

サービス提供責任者

登録型ヘルパー

事務員 4 3.6

管理宿直 2 0.4 (2) (0.4)

嘱託医師 1 0.1 1 (1) (0.1) (1)

計 48 38.2 30 16 16.0 10 15 13.2 8 13 11.3 9 7 6.8 6

常勤 配置 常勤 配置 常勤 配置 常勤 配置 常勤
換算 基準 換算 基準 換算 基準 換算 基準 換算

施設長（管理者） (1) (1.0) (1) (1) (1.0) (1) (1) (1.0) (1) (1) (1.0) (1) 2 2.0

介護支援専門員 5 5.0 1 1 1.0 1 6 6.0

生活相談員 1 1.0 1 5 5.8

看護職員 14 12.6

介護職員 1 1.0 1 68 58.0

機能訓練指導員 2 2.0

管理栄養士 (1) (1.0) (1) 1 1.0

サービス提供責任者 3 3.0 3 3 3.0

登録型ヘルパー 9 4.0 9 4.0

事務員 1 1.0 1 5 4.6

管理宿直 (2) (0.4) 2 0.4

嘱託医師 1 0.1

計 5 5.0 1 1 1.0 1 12 7.0 2 3 3.0 3 118 99.6

（　　） 表記は兼務

区分

中島

中島

区分
職員数

（ショートステイ含む） 
　ユニット特養

職員数 職員数

平成29年3月31日

職員数

中島
ふる里　デイ

合　計

職員数

ケアハウス

職員数職員数

 特別養護老人ホーム
（ショートステイ含む） 

牛谷
デイサービス

職員数

牛谷
居宅・包括

デイサービス

ホームヘルプ

職員数

居宅・包括

職員数
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亀野　眞一
黒澤　昌宏

理事

中島デイ 手古　郁子

脇丸　まゆみ
福田　公洋
井上　理恵

ヘルプ
ケアハウス

厨房

監事
監事

山野　剛
杉田　直樹

監事

会計責任者

経営委員会

理事
理事

米田　敦子
長谷川　均

評議員会

理事会
田水 毎子理事長

理事 冨士原　一成

常寿園デイサー
ビスセンター

岸本　重弘 藤原　通代
中山　純子
西向　悦子
藤木　景子

宮本　幸弘
本城　清美

理事

居宅介護支援事
業所常寿園

常寿園ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

特定個人情報取扱責任者

田水 毎子

契約担当者
田水 毎子

嘱託医
米田　泰史

福田　公洋

安全運転管理者
福田　公洋

防火管理者
長谷川　均

衛生管理者
山崎　淳

一ノ木 勇基規

産業医

ケアハウス常寿
園

中島デイサービ
スセンター

ふる里
中島居宅介護支

援事業所

米田　敦子
牛谷居宅

第三者委員
山野　剛

稗田　範吉（社労士）

法令遵守責任者
田水 毎子

苦情解決責任者
田水 毎子

毛利　貴子

長谷川　均
長谷川　大容
山口　真弓

特養
ユニット
牛谷デイ

苦情受付担当者

特別養護老人
ホーム常寿園

ショートステイ
地域密着型特別
養護老人ホーム

常寿園

白川　純一郎
中野　貴子

ふる里
中島居宅
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統括主任 介護職員 長谷川　均
井村　由紀子

ショートステイ 歌井　美幸
介護職員 森本　信哉

尾方　寿至
後藤　直也
寺口　宏幸

ショート担当 介護職員 久田　ゆき
生活相談員（兼務） 八木　浩平
介護支援専門員（兼務） 高橋　司
管理栄養士（兼務） 井上 理恵

副主任 長谷川　大容
松田　邦輔

ショートステイ 江口　優樹
生活相談員（兼務） 八木　浩平
介護支援専門員（兼務） 高橋　司
管理栄養士（兼務） 井上 理恵
ショート担当（兼務） 一ノ木 勇基規

統括主任 事務員（兼務） 山崎　淳
副主任 生活相談員 生活相談員 福田　公洋

介護職員 山口　真弓
看護職員 桑原　貴子
生活相談員 草壁　亜妃子

松本　奈湖
一ノ木 勇基規

副主任 主任介護支援専門員 毛利　貴子

脇丸　まゆみ
郷門　京子

副主任 介護職員（兼務） 中井　映宏
生活相談員 田中　玲子

生活相談員 白川　純一郎
看護職員 吉岡　智子
介護職員（兼務） 山田　初美

事務長 事務員（兼務） 一ノ木 勇基規
統括主任 事務員（兼務） 山崎　淳

理事長（兼務） 田水 毎子

管理者（兼務） 手古　郁子中島居宅介護支援事業所常寿園

事務所（事務局）

サービス提供責任者

副主任

副主任

マネージャー

管理者（兼務）

管理者（兼務）

施設長（兼務）

介護職員

ユニットリーダー

手古　郁子

管理者（兼務） 手古　郁子

中島デイサービスセンター常寿園

中島デイサービスセンター常寿園「ふる里」

田水 毎子

居宅介護支援事業所常寿園

常寿園ホームヘルプサービスセンター

副主任

生活相談員（兼務）

田水 毎子

ケアハウス常寿園

常寿園デイサービスセンター

管理者（兼務） 田水 毎子

施設長（兼務） 田水 毎子

常寿会

施設長（兼務） 田水 毎子

施設長（兼務） 田水 毎子特別養護老人ホーム常寿園

地域密着型特別養護老人ホーム常寿園

看護職員
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