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　老人福祉施設は、わが国を豊かでやすらぎのある高齢社会とするために大きな役割を担っており、

そこに働く私たちには、すべての国民から、大きな期待が寄せられています。

　この期待に応えるためには、関係法令を遵守するだけにとどまらず、利用者に対し、ノーマライ

ゼーションと人権尊重の理念に基づき、専門的サービスを提供する義務があり、社会の信頼に応

えるために、公平・公正なサービスの実現に努める必要があります。

　私たちは、このような自覚と決意をさらに強固なものとするため、老人福祉施設で働くすべての

人々が厳守すべき「老人福祉施設倫理綱領」をここに定めます。

１　施設の使命

　　老人福祉施設は、地域社会の支持を受けて、高齢者が地域で安心して生活を送ることが出来

　る拠点施設となることを使命とします。

２　公平・公正な施設運営の遵守

　　老人福祉施設で働く私たちは、高齢者の生活と人権を擁護するため、自己点検を強化し、公

　平・公正な開かれた施設運営に努めます。

３　利用者の生活の質の向上

　　老人福祉施設で働く私たちは、利用者一人一人のニーズと意思を尊重し、可能性の実現と生

　活の質の向上に努めます。

４　従事者の資質・専門性の向上

　　老人福祉施設で働く私たちは、常に誠意を持って質の高いサービスが提供できるよう、研修

　・研究に励み、専門性の向上に努めます。

５　地域福祉の向上

　　老人福祉施設で働く私たちは、地域社会の一員としての自覚を持ち、保健・医療等関連分野

　との連携を強化し、地域福祉の向上に努めます。

６　国際的視野での活動

　　老人福祉施設で働く私たちは、諸外国との交流を促進し、国際的視野にたち、相互の理解を

　深め、福祉の推進に資するよう努めます。

老人福祉施設倫理綱領

全国老人福祉施設協議会　　　１９９３年５月１２日制定



2019 年度 介護老人福祉施設ヴィラ横浜 事業計画 

 
 開設より 10 年が経過し、11 年目を迎えている今期も引き続き施設サー

ビスの質の向上と職員の育成・離職防止に力を入れていきたいと考えてお

ります。特に｢選ばれる施設｣を目指すべく、医療処置重度者・認知症重度

者の受け入れ体制の強化、勉強会・各種委員会活動を活発にし、職員主導

での活動を多く開催していく事で、能動的に知識・技術の向上と意識の統

一に努めてまいります。外部研修にも数多く参加し、新しい取り組みにも

チャレンジしていきます。そして前期にミニブタを飼い、施設内でのアニ

マルセラピー、地域へのアピール等を今期も計画しております。 
 又、ユニットケアならではの個別ケア・心の通い合う環境作り、利用者

が互いに穏やかな生活が送れるよう支援していきます。利用者の嗜好を取

り入れたユニット毎の行事、外出等も引き続き計画し、日々楽しく過ごし

ていただけるように支援するとともに、施設全体の行事、クラブ活動にも

積極的に参加していただき日々の生活に充実感、満足感が得られるよう援

助していきます。 
 
 短期入所生活介護サービスについては、10 年という実績から信頼を得

て懇意にして頂いている居宅介護支援事業所、ご利用者様も増えてまいり

ました。今期よりショートステイの 10 床が本入所へ転換されることから、

引き続き、他施設では対応困難な重度の認知症者の受け入れ、緊急ショー

ト・ロングショート・医療処置重度者受け入れを積極的に行い、今まで以

上のサービス提供をおこなっていきます。今後も居宅介護支援事業所や病

院、地域コミュニティーとは密に連携を取りながら、上記の内容を活かし

新規開拓の営業活動にも力を入れていきます。ご利用者様に安心してご利

用していただけるよう努めると共に、稼動率を上げていきます。また、ご

家族様への連絡や報告を密にし、地域においても信頼のおける施設サービ

スを目指していきます。 
 
  



１． 職員の質の向上 
新入職員の指導、中堅職員の能力の向上など教育の強化と毎月の勉

強会の実施。サービス担当者会議、ユニット会議、ユニットリーダ

ー会議を定期的に行い、職員の意識の統一と利用者の志向の把握に

努めていきます。職員一人一人が積極的に個別処遇の向上を考えて

いけるよう取り組んでいきます。 
 

２． 利用サービスの充実 
利用者の生活環境、日常の援助についてユニット職員が把握し、質

の良いサービスを提供できるよう支援していきます。個別リハビリ

の充実と利用者の残存機能の低下防止、ＡＤＬの向上と自立化を目

指し、援助していきます。また、カンファレンスの実施により個別

のケアプランの立案、職員との連携を密にし、利用者にあった支援

ができるよう努めていきます。 
 

３． 意見の反映 
ご意見やご指摘、苦情等については、迅速に対応していきます。 
苦情ＣＳ委員会でもご利用者様及びご家族様を対象とした満足度

調査を行い、ニーズの把握と問題点の改善に努めていきます。安心

してご利用していただける施設作り、施設体制の充実を図ってまい

ります。 
 

４.  研修会の開催 
   内部研修に関しては、学術研修委員会の下で定期開催行っていき、

外部研修に関しても委員会で案内等取り寄せ職員に発信し、積極的

な参加を勧めていく。研修費用などは施設で負担する代わりに、受

講後には施設内で伝達講習会を開催させ、施設内に得た知識を還元

してもらい全職員のレベルアップに繋げていきます。 
 
５.  地域との連携 
   施設内での大きな行事（さくら祭など）への招待や地域のお祭りへ

の参加や寄付により、地域との交流も積極的に図っていきます。地

域との交流の幅を広げる事で、ショートステイの新規利用や職員の

求人も集まりやすい等の利点に繋げていきます。 



職務分担表 

 

管理者     理事長の命を受け職員を指揮監督して施設の業務を統括し、

運営管理に万全を期する。 

 

事務員     一般庶務及び他に属さない事務等。 

        介護請求に関わる事務。 

        会計経理に関すること。 

 

医 師     入所者等の病状把握及び診療業務に関すること。 

        施設療養全般に関すること。 

        入所者等の健康管理及び療養上の指導に関すること。 

 

介護支援専門員 介護サービス計画の作成に関すること。 

        施設処遇のモニタリングに関すること。 

        家族や地域全体との調整に関すること。 

 

看護職員    医師の指導に従い、入所者等に必要な医療措置を講ずること。 

    入所者等の保健衛生に関すること。 

 

介護職員    入所の日常生活介護に関すること。 

 

機能訓練指導員 機能訓練に関すること。 

 

管理栄養士   給食の献立及び給食記録の作成に関すること。 

 

調理師     調理及び配膳に関すること。 

        給食に関する事務。 

 

歯科衛生士   口腔内に関すること。 

 

生活相談員   利用者の相談に関すること。 

        市町村との連絡調整に関すること。 

        地域連携に関すること。 

 



各種委員会 

 
身体拘束防止委員会 ・・・・・  身体拘束の防止と適正な対応 

 

事故防止委員会    ・・・・・  事故の未然防止と再発防止 

 

苦情ＣＳ委員会     ・・・・・   意見・苦情を反映し改善につなげる 

 

褥瘡防止委員会    ・・・・・  褥瘡の防止と改善 

 

感染防止委員会    ・・・・・  感染予防・感染の勉強会の実施 

 

学術・広報委員会   ・・・・・  職員の技術向上のための勉強会の実施 

                     広報誌の発行（毎月） 

 

給食委員会       ・・・・・  栄養状態の把握と給食に関すること。 

 

入浴委員会       ・・・・・  入浴に関わること全般 

 

排泄委員会       ・・・・・  排泄に関わること全般  

 

イベント・レク委員会  ・・・・・  行事やイベントレクに関わること全般 

 

 

 

定例会議 
 

サービス担当者会議  ・・・・・  利用者のケア計画に対する検討会 

 

役職者会議        ・・・・・  役職者による施設運営に関わること全般 

 

ユニット会議        ・・・・・  ユニット職員によるユニットに関わること全般 

 

ユニットリーダー会議  ・・・・・  ユニットリーダーによるフロアに関わること全般  

 

運営会議          ・・・・・  施設運営に関わること全般  



2019 年度ヴィラ横浜年間勉強会予定 

 
月 内    容 担 当 

４月 防災について 防災委員会 

自由演題研修会 学術委員会 

５月 食中毒について 感染防止委員会 

自由演題研修会 学術委員会 

6 月 KYT について 事故防止委員会 

学術大会報告会 学術大会参加者 

7 月 褥瘡とは/ハイリスク者について 褥瘡対策委員会 

自由演題研修会 学術委員会 

8 月 感染/疥癬について 感染防止委員会 

自由演題研修会 学術委員会 

9 月 身体抑制について 抑制廃止委員会 

自由演題研修会 学術委員会 

10 月 接遇について CS 苦情処理委員会 

自由演題研修会 学術委員会 

11 月 感染/ノロウイルス・インフルエンザ 感染防止委員会 

自由演題研修会 学術委員会 

12 月 防災について 防災委員会 

自由演題研修会 学術委員会 

1 月 ヒヤリハットについて 事故防止委員会 

自由演題研修会 学術委員会 

2 月 スピーチロックについて 抑制廃止委員会 

自由演題研修会 学術委員会 

3 月 ポジショニングについて 褥瘡対策委員会 

自由演題研修会 学術委員会 

 
 
まだ仮の予定であり、職員へ開催議題の要望アンケートを取り、その結果を下

に学術研修委員会で再構成し、最終的な年間計画を決定する。又、外部研修へ

の参加職員が居れば、伝達講習会を随時開催していく事とする。 



年間行事計画 

 

月 行事 月 行事 

4月 さくら祭り 

お花見 

春の遠足 

10月 秋の遠足 

5月 端午の節句 

移動パン屋 

11月 作品展示会 

アニマルセラピー 

6月 買い物イベント 12月 クリスマス会 

7月 流しそうめん 1月 初詣 獅子舞 

もちつき大会 

8月 すいか割り大会 2月 節分豆まき 

9月 敬老会 3月 ひな祭り 

 



クラブ活動計画 

 

クラブ名 実施回数 実施日 

華道クラブ 月 1回 第 3木曜日の午後 

書道クラブ 月 2回 第 1第 3月曜日の午後 

カラオケクラブ 月 1回 第 1金曜日の午後 

音楽療法 月 2回 第 1第 3水曜日の午後 

お化粧教室 月 1回 第 4水曜日の午後 

紙芝居 月 1回 第 3金曜日の午後 

GGバンド 隔月 1回 偶数月の第 2水曜日の午後 

ひまわり会 隔月 1回 奇数月の不定 

フラワーアレンジメント 
月 2回 第 2第 4金曜日の午後 

 



介護目標 
 

利用者様一人一人に合った個別ケアを実践していく。残存機能の維持を目指し、過介助

にならないよう他部署とも連携しながら、個別のアプローチを実践していく。 

 

 

介護計画 
 

1）個室を入居者様の安心した居場所とする。 

 それまでの生活や個性を尊重しながら、その人自身の生活スペースでゆったりと  

 安心して過ごしつつ、心身の力を最大限に発揮して充実した暮らしを送ってもら  

 えるよう、生活そのものをケアとして組み立てる。 

 

2）生活機能を向上させ入居者様がその人らしい生活を送れるようにする。 

 日常的なケアの場面で、過剰な介護になっていないか、利用者の能力を十分に引 

 き出しているか確認しながら、居室等の生活の場で、家具やしつらえを有効に活  

 用して工夫しながら実地する。 

 

3）生活意欲の向上 

 定期で行うクラブ活動や行事を充実させ、生活していく中での楽しみを増やしていく。 

 食事や入浴においても季節感を大事にし、時には外での食事やゆず湯など趣向を加 

 え、日々の生活にも活力を見出せるようにする。 

 

4）身体拘束廃止 

 「身体拘束を行わない」という考えのもと、やむ得ず、身体的拘束・行動制限が行なわれて

いる場合は、解除する事を目標に、身体拘束委員会において継続カンファレンスを行な

い、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうか常に観察、再検討し、要件に該当しなく

なった場合は直ちに解除する。 

 

5）ユニット会議 

 ユニットリーダーのもと毎月ユニット会議を開催し、ユニット内での問題解決、入居 
 者様のケア、業務内容について討議しユニットケアを進めて行く。 

 

6）ユニットリーダー会議 

 施設長のもと毎月ユニットリーダー会議を開催し、ユニット間での問題解決、入居 
 者様のケア、業務内容について討議しユニットケアを進めて行く。 



モーニングケア
　 基本は各利用者の生活状況にあわせて

サービス提供は6：00起床時から予定

食事
朝食 昼食 夕食

8：00 12：00 18：00

基本食事提供時間ではあるが基本は各利用者の生活状況にあわせて
炊飯は基本　0.5合×常食人数（7：30　11：30　17：30に炊けるようにする）

　                  毎食事前にはテーブル・カウンターの消毒
　                  エプロン・マスク・手袋・帽子の着用

入浴
AM PM
9：30～12：00 14：30～17：00

　                  入浴は2~3回/1Wを予定　月～土　　（必ず、週２回は入浴を行うこと）
入浴拒否・発熱等による入浴できなかった場合は
①　ユニットで清拭もしくはシャワー浴
②　清拭できなければ、次の日に入浴できるよう夜勤に申し送る
③　次の日入浴
④　それでも入れなければ、日曜日に調整
⑤　毎週土曜日に2回/週以上の入浴ができていない

                           利用者をチェックして日曜日に入浴できるようにする。

排泄
基本は各利用者の生活状況にあわせて
定時排泄誘導・交換は1日5回
タイムスケジュール

5：00 9：00 13：00 17：00 23：00

早朝 朝食後 昼食後 食間 深夜

シーツ交換
定期交換は1回/W　1ユニット１日2床で行う　月～金予定
不潔に関しては随時交換

余暇活動
基本は各利用者の生活状況にあわせて　＊各ユニットごと、全体での提供あり
サービス提供は　9：30～11：30　　14：00～16：30

提供はリハビリ、クラブ活動、静養、外出、行事など

イブニングケアー
基本は各利用者の生活状況にあわせて
サービス提供は夕食後から

就寝
基本は各利用者の生活状況にあわせて
消灯は21：00

夜間巡回
21：00から各ユニット1時間後ごとを基本とする
ナースコール等は随時対応

21：00 22：00 0：00 1：00 2：00 3：00 4：00

日課表



7：30 夜勤者から申し送りを受け夜間の様子を聞き業務に入る。
まだ起きていない利用者様がいれば離床介助しフロア誘導する
モーニングケア⇒口腔ケア　整容　洗顔　おしぼり準備

8：00 服薬介助
食事が終了次第口腔ケアを行なう
コップの洗浄　消毒　おしぼり洗濯

9：00 日勤出勤　日勤者に夜間～朝食後までの事を申し送る
１０：００のお茶の分とお湯を用意する。
トイレ誘導　おむつ交換
入浴担当になってある職員は浴室へ

10:00 水分補給
臥床している利用者はフロア誘導し自立者は声掛け
午後の入浴者のバイタルを測定する
入浴表に記入後ケアセンターに持っていく。
シーツ交換
曜日毎のシーツ交換を行なう。
月⇒1,2　火⇒3,4　水⇒5,6　木⇒7,8　金⇒9,10

交換後は隣のユニットに声を掛けて1階の洗濯室にシーツをおろす。

11：00 フローシート＆定時記録の記入
シーツ交換、午前中の入浴者、測定したバイタルをフローシートに入力する。
⇒入力後昼食のお茶の用意

12：30 休憩①
昼食
服薬介助
食事が終了次第口腔ケアを行なう。
コップの洗浄　消毒　おしぼり洗濯
排泄介助
日中の休憩は①12：30～②13：30～交代で行なう。

業務　　早出　・　日勤　・　遅出



13：30 ②休憩
①休憩から戻った職員はユニット見守り
休憩終了後15時のお茶の用意をする
献立でおやつに何が上がってくるか確認して出すのも決める

15：00 おやつの提供＆定時記録
臥床している入居者様はフロア誘導し自立者は声掛けする
おやつ提供後、1日の様子を１人1人経過記録に入力する
出来るだけSAOP記入をし面会　入浴　シーツ交換　爪きり　点眼等も記録する
定時排泄
トイレ誘導　おむつ交換

17：00 トイレ、キッチン、居室のゴミ集めをし汚物処理室のゴミと一緒に捨てに行く
夕食のお茶の準備をする
※夜勤者出勤※
申し送りを受ける

18：00 夕食
服薬介助
食事終了次第口腔ケア⇒イブニングケアし入床（使用パッドは排泄一覧表を参照）
※就寝介助終了後コップの洗浄　消毒行い記録の入力もれがないか確認する
※時間があれば翌日のチェック表用意や朝食の炊飯など出来る事を行なう

19：30 退勤

※この他に時間の空いた時に翌日の入浴準備やユニット内の物品･パッド補充
※自立者の排便確認をトイレ使用時に声掛けする



夜勤業務
17:00 申し送り

17：30～夕食のお茶提供　利用者のフロア誘導

エプロン使用者は着用

18:00 夕食配膳

　食事介助　夕食後薬　眠前薬の服薬介助

　下膳（下膳台車は18：30～19：00には降ろす）　エレベータに乗せたら厨房に連絡

18：45～就寝介助　→　口腔ケア　トイレ誘導　パット交換　パジャマ更衣

食器の漂白

エプロンの洗浄（パントリーに洗濯物が干してあったら取り込んで畳んでおく）

19:30 遅番から送りを受ける　　　　　※2ユニット1人体制

遅番から帰る前にチェック表に漏れがないか確認

20:00 職員食事

　職員の食器は洗って下膳車に乗せる

　ここまでの業務を再度確認し翌日の食事　排泄　入浴　検温の用紙・コップ・米を2ユニット分用意する。

21:00 定時記録記入　　体位交換必要者は2時間おきに行う

　記入後22時の排泄の準備　　　※休憩の順番を決める担当になっている場合は22時の排泄までに他職員に連絡

22:00 定時排泄

　　　　　　 排泄介助終了後、陰線ボトルの消毒液の交換

23:00 巡視　　 １休憩開始　　1人３ユニット見守り体制

23:30 バルーン内Ｈｒ破棄　破棄したＨｒ量と一日のトータルを経過記録に記入

0:00 巡視　　 フローシートに排泄・水分・食事摂取量を記入　

排泄チェック表の前日ＫＯＴに　ＫＯＴ日数を記入

1:00 巡視　　 2休憩開始

2:00 巡視　　

3:00 巡視　　 3休憩開始

5:00 巡視／排泄 2排泄介助

排泄介助時、

汚物のゴミ捨て

※排泄介助、ゴミ捨て終了後バイタル測定し入浴表を記入→２階ケアセンターの入浴バインダーに挟む

定時記録記入 　定時記録には夜間の状態を記入　特記事項あればその都度記入する

※定時記録終了後、起床時のお茶を用意しておき、エプロンを取り込んで畳む

6:30 起床介助

転倒、転落のリスクの低い利用者の起床介助・声掛けをしていく

※介助が必要な方は洗顔、整髪も介助し離床した後は布団を畳み、カーテン、窓を開けて換気を行う

※起床した方から順にお茶を提供する

7:00 転倒、転落のリスクの高い利用者の起床介助・声掛けをしていく

※介助が必要な方は洗顔・整髪も介助し離床後は布団を畳み、カーテン、窓を開け換気を行う

※この時点で早番が出勤するまでの間見守りだけの状態にできるようにしておく

7:30 早番出勤　　　　　　※1ユニット1人体制



ユニットリーダー業務と権限委譲 
 

 ユニットは施設全体からの縮図として考えてもらいたい。 

 

 入所定員１０名の施設運営を任されたと考えてほしい。 

 その中でどのように利用者様の事を考え、どのようにユニットメンバーを教育、指導しどうのようにして情報の共

有しケアの仕方を統一し、どんな事をしたら利用者様の笑顔が出来るか考えてほしい。 

 

施設がこのユニットを任すと権限を委譲されたわけだから大きく基本理念・方針・目的がずれていなければい

いが、しかし全体の約束事としての決定事項は守ってください。 

 

ユニットリーダー業務 

①目的・目標 

 ユニット運営と方向性を決める。 

  

 考え方は基本理念・方針・目的に沿ったものである。 

 ユニットの方向性を決定したらそれに向かって進んでいくうえでユニットメンバーの理解を得なければならない 

 ユニットの方向性メンバーと共に決定してもかまわない 

 

②教育・指導 

 ユニットメンバーの教育・指導を行なう。 

 

 ケアの内容や統一したケアが出来ているか⇒誰もが最低限同じケアが行なえるようにする 

 利用者様に対し尊厳を守った対応が出来ているか⇒尊厳・プライバシー・個人情報 

 経過記録内容や情報伝達は適切に出来ているか⇒「フロアーで過ごされていました」などの漠然としたもので

はダメ 

 カンファレンス・委員会の決定事項が利用者個々のケアに反映されているか 

 新規職員への教育⇒ユニットでの業務内容・利用者情報・備品配置場所・その他取り決め事項 

 介護技術（未経験者）の指導はフロアーリーダー（主任）が行なう 

 

③情報・連携（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 

 他職種・ユニットメンバー・フロアー主任・相談員・看護師・ケアマネージャー等と連絡・連携をとるのはリーダー

の役目 

 利用者様の日々の変化や特徴や情報を常に把握しておく必要があります。 

 

 月に 1回以上ユニット会議の実施（ユニットリーダーが決める） 

 カンファレンスや委員会内容の伝達（電子カルテ申し送りを使用）⇒リーダーは決定事項が適切にケアに反映

されているか確認 

 ユニットリーダーは常に利用者の意見や要望（声無き訴え）を傾聴する 

 ユニットメンバーと常にｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取り、メンバーからの要望を傾聴する 

 リーダーは単独で解決出来ない内容ならフロアー主任に相談する 

 

④企画・提案・問題解決への取り組み 

 利用者様が主体と考えた企画や提案を考える事、自分が実際にこんな事をしてもらったら、こんな声掛けをし

てもらったら嬉しいと常に考える 

 問題やクレーム・訴えは毎日起こってくるでしょう、１人では解決出来る事ばかりではないとおもいます。 

フロアー主任や委員会  

  カンファレンスの場に持ち寄ったり、ユニット会議で相談し決めて下さい。 

  １人で全てを背負わなくていいように、リーダーの周りにスタッフが配置されています。 

 

 行事やレクリエーションは独りよがりなものにならないように、常に利用者様個々の立場で考える。 

  例：毎月その月の誕生日者を祝う会を企画した・・・ 

  本当にそれが個々の利用者様にとって嬉しいものになるのでしょうか？ 

  誕生日でもない日に同じ月生まれの人と共にお祝いする事がその人にとって嬉しい事でしょうか 



  例：ユニットに貼ってある掲示物は本当にあの高さでよいのでしょうか？ 

  車椅子で生活されている方にとってはどうでしょうか？ 

 

 常に利用者様の目線で物事を観察できる目を持って下さい。 

 

⑤新規利用者様支援内容の決定と統一化 

 相談員とケアマネとユニットリーダーの連携 

 相談員は詳しい利用者情報を少なくとも１週間前までに提供する事 

 相談員は新規利用者が入所するまでに必ずそのユニットリーダー・メンバーを交えた入所判定会議を行なって

下さい。その際、大まかなケアの内容を決めてメンバーに伝達する事 

 ユニットリーダーは入所日は責任をもち入所に立ち会う。 

 その日 1日利用者様に関わるのと共に家族様との関わりを構築していく。 

 ケア、対応の仕方は日々変化していく可能性があるので、メンバーや主任等とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをしっかりとってい

く。 



リハビリテーション課業務計画 

 

Ⅰ、はじめに 

 小規模生活型であるユニットケアではユニットスタッフが特定の利用者様をより深く知

る事ができるという特徴を生かし、生活リハビリテーションの励行が身体機能維持・改善

のポイントである。生活リハビリテーションとは生活中の動作を適切に誘導する事で、そ

の利用者様の最大パフォーマンスを引き出しながら活動して頂き、それをもって日常生活

自体をリハビリテーションとするものである。これを実行する為には、定期的な評価を行

い安全な動作方法を見極め、それをユニットスタッフ（理解力に問題無ければ利用者様に

も）へ申し送り、協同する事が重要である。 

 

Ⅱ、業務内容 

 １、評価と情報の共有 

   利用者様の初期評価・定期評価（３ヶ月に１回以上）・ADL変動時評価を行い、 

   内容を記載しユニットスタッフと情報を共有する。 

 

２、リハビリテーション実施計画書の作成と同意 

   ３ヶ月に１回以上、ケースカンファレンス・定期評価で得た情報をもとに施設の書

式に従って記載し、ご本人に説明・同意・サイン後ご家族に送付する。ご家族の同

意・サイン後返送して頂き保管する。 

 

３、個別機能練習 

   評価によりリハビリの適用度、身体機能状況別に、維持レベル（維持の為の集団健

康体操などが主体）・個別機能練習レベル（集団健康体操に加え、個別機能練習を週

１回程度行う。維持期脳血管障害、維持期骨関節疾患、廃用症候群など）・頻回個別

機能練習レベル（集団健康体操に加え、個別機能練習を週２～３回程度行う。退院後、

疼痛増悪など）に分けて対応する。実施時間は９：２０～１１：３０、１３：００～ 

  １６：３０の間でリハスタッフが誘導し、ユニット内またはリハビリホールにて行

う。 

 

 ４、生活リハビリテーション 

   入浴や食事に直接介入し、実生活場面でのリハビリテーションを行う。 

  個々の問題点の明確化と効率的な個別機能練習の提供に役立てる事、現場職員への 

介助方法の伝達、練習に対して拒否的な利用者様への個別機能練習、環境評価を目的

とする。 

 



５、グループリハビリ 

  １回約 20分・週に概ね 2回程度の集団健康体操等を行う。 

 

 ６、クラブ活動・季節の行事 

  イベント・レク委員会と協力し、クラブ活動の補助を行う。また、季節行事の補助

を行う。 

 

 ７、記録 

  体操、個別機能練習を行った日付・時間・内容を診療録に記載する。変化があった

際には電子カルテに記載し、著明な変化があれば直接申し送りをする。 

 

８、ケースカンファレンス 

  定期的、または必要に応じてケースカンファレンスを行う。 

 

９、勉強会 

   一定レベルの技術・知識を常に維持する為、勉強会を行う。また、必要に応じて他

職種へリハビリの技術・知識を伝える場を設ける。 

 

Ⅲ、リハビリテーションに関する算定加算について 

 個別機能訓練加算 

  他職種が協同して利用者様ごとにアセスメントを行い、目標設定・計画の作成をした      

うえでその結果を評価する事。また、行われる機能訓練の内容は各利用者様の心身状況に

応じて日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練

を計画する。 

 

Ⅳ、日課表 

  ９：００～  朝礼（夜勤者・他部署より情報収集） 

  ９：２０～  個別機能訓練・グループリハビリ等（週間予定表参照） 

  １１：３０  午前訓練プログラム終了  

         記録・書類作成業務 

  １２：００～ 昼食休憩 

  １３：００～ 個別機能訓練・グループリハビリ等（週間予定表参照） 

  １６：３０  午後訓練プログラム終了 

         記録・書類作成業務 

  １７：１５～ 片付け・清掃 

  １７：３０  終礼 

 



 

Ⅴ、週間予定表  

曜日 午前 午後 

月 個別機能練習・グループリハビリ 個別機能練習・クラブ活動 

火 個別機能練習・グループリハビリ 個別機能練習・クラブ活動 

水 個別機能練習・グループリハビリ 個別機能練習・クラブ活動 

木 個別機能練習・グループリハビリ 個別機能練習・クラブ活動 

金 個別機能練習・グループリハビリ 個別機能練習・クラブ活動 

 



看護目標 

 

ご利用者様が安心して生活していただけるよう、日々の健康管理と身体状況を

把握し、疾病の予防と健康維持に努めていく。介護職員との連携を密に行い、

異常の早期発見に努めると共に看護課主催の勉強会なども開催し、施設全体の

医療知識の向上にも貢献していく。また、グループ病院との連携を強化してい

く。 

 

 

【利用者様の健康管理】 

 

定期的な採血、定時薬準備、定期往診時の補助、電子カルテ入力、受診対応及

び付き添い、遠隔診療 

 

 

【利用者健康診断実施】 11月  胸部Ｘ線・心電図・採血・採尿・血圧測定 

                 体重測定                

 

 

【インフルエンザ予防接種（利用者・職員）】 10~11月 

 

 

【職員の健康診断】  年 2回 

  

 

           7月  （夜勤業務者） 

               腰椎Ｘ線・採血・採尿・心電図・血圧 

 

1月  （全職員） 

               胸部Ｘ線・心電図・採血・採尿・身長・体重 

               視力・聴力 

 



短期入所生活介護事業計画 

 

【運営目標】 

介護保険制度の趣旨に沿って、居宅介護支援事業所、地域包括センターからのご紹介をいた

だきながら、ベッドを円滑に稼動できるよう受け入れを行っていきます。今期よりショート

ステイの 10床が本入所へ転換されることから、引き続き、他施設では対応困難な重度の認

知症者の受け入れ、緊急ショート・ロングショート・医療処置重度者受け入れを積極的に行

い、今まで以上のサービス提供をおこなっていきます。また、営業活動を積極的に行い、地

域の皆様の要望や、ご意見等を取り入れ地域に密着した施設サービスを行っていきます。 

 

【利用者様の受け入れ】 

横浜市内の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターからのご紹介に基づきご利用可能日

の調整を行っていきます。新規でご利用される方が、次回より定期的なご利用をしていただ

けるよう、質の高いサービスを提供できるよう努力していきます。 

 

【リピーターの確保】 

継続してご利用して頂けるリピーターの確保に努めます。リピーターは新規のご利用者様に

対してリスクも少ない為、ご利用者様及びご家族様対象に定期で満足度調査を実施し、引き

続きご利用して頂けるようサービス・職員の質の向上を図り次回のご利用に繋げていきます。 

 

【地域との連携】 

ミニブタを飼育している施設ということを地域にもアピールし、ミニブタふれあい会等を行

っていきます。横浜市・旭区内の定例の会合には継続して出席し、他施設含め居宅介護支援

事業所との連携も密に行ってまいります。 

 

【サービスの提供】 

個々に作成されたケアプランに基づいて、日常生活の支援を行います。また、個別でのリハ

ビリ訓練、集団でのリハビリ体操等の参加を促し、在宅での生活を継続出来るように残存機

能の維持にも努めていきます。 

 

【余暇活動の充実】 

周りを緑に囲まれた自然に恵まれた環境にもある為、近隣の公園や動物園への外出など、普

段の在宅生活では機会が無く困難な外出レクを増やし、日中の余暇活動の充実を図っていき

ます。 
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社会福祉法人道心会 

介護老人福祉施設ケアホーム足立 

（介護老人福祉施設、短期入所生活介護） 

 

平成デイサービスセンター足立 

（通所介護） 



～ 1 ～ 

老人福祉施設倫理綱領 

老人福祉施設は、わが国を豊かでやすらぎのある高齢社会とするために大きな役割を担

っており、そこに働く私たちには、すべての国民から、大きな期待が寄せられています。

この期待に応えるためには、関係法令を遵守するだけにとどまらず、利用者に対し、ノー

マライゼーションと人権尊重の理念に基づき、専門的サービスを提供する義務があり、社

会の信頼に応えるために、公平・公正なサービスの実現に努める必要があります。私たち

は、このような自覚と決意をさらに強固なものとするため、老人福祉施設で働くすべての

人々が厳守すべき「老人福祉施設倫理綱領」をここに定めます。 

 

１ 施設の使命 

老人福祉施設は、地域社会の支持を受けて、高齢者が地域で安心して生活を送ること

が出来る拠点施設となることを使命とします。 

２ 公平・公正な施設運営の遵守 

老人福祉施設で働く私たちは、高齢者の生活と人権を擁護するため、自己点検を強化

し、公平・公正な開かれた施設運営に努めます。 

３ 利用者の生活の質の向上 

老人福祉施設で働く私たちは、利用者一人一人のニーズと意思を尊重し、可能性の実

現と生活の質の向上に努めます。 

４ 従事者の資質・専門性の向上 

  老人福祉施設で働く私たちは、常に誠意を持って質の高いサービスが提供できるよう、

研修・研究に励み、専門性の向上に努めます。 

５ 地域福祉の向上 

老人福祉施設で働く私たちは、地域社会の一員としての自覚を持ち、保健・医療等関

連分野との連携を強化し、地域福祉の向上に努めます。 

６ 国際的視野での活動 

老人福祉施設で働く私たちは、諸外国との交流を促進し、国際的視野にたち、相互の

理解を深め、福祉の推進に資するよう努めます。 

 

全国老人福祉施設協議会   平成５年５月１２日制定 
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運営方針及び目標 

今年度も各部署の運営体制の見直しを継続的に行い、研修の機会も増やすことで更なる

サービスの質の向上に努めて参ります。より地域の方に施設を知ってもらうことに加えて、

地域貢献を自ら立案し実現に向けて努力致します。 

基本理念、基本方針に基づき職員が安定して安全にサービスを提供できるよう、施設全

体で目標の達成に向け努力していきます。また、近隣協力病院との連携強化につとめ、認

知症や精神疾患への対応力を高めてまいります。 

行事については入居者様が日々の生活を楽しんで頂けるという視点に加え、より地域の

方々に身近に感じて頂けるよう、地域交流も兼ねたイベントを積極的に企画します。 

 

入居者サービス 

何事に関してもご入居者様の有する能力に応じて自立した日常生活を送っていただく上

で支援が必要な事を考え、カンファレンスを通じて入居者様の生活の幅を大きくし、より

よく自立した生活を営むことができるよう支援していきます。 

また、利用サービスの質向上とご利用者様の個々の状況把握に努め、各部署の連携、電

子カルテ密なカンファレンスによる情報共有によりＡＤＬの向上を図っていきます。また

感染症予防、疾病予防、事故防止等にも注意を払い、充分な健康管理に努めるとともに入

浴介助、食事介助、排泄介助、精神的ケアなど、日常生活の援助を行って参ります。 

 

職員の質の向上と確保 

各部署において、より専門的で体系化された研修体制の構築に力を注いで参ります。職

員が新卒・中途採用の別に関わらず、認知症、介護保険制度、そして医療知識等について

の学びを深め、専門性を深め続ける事を支援する組織づくりを目指します。 

一方で社会的な課題となっている介護職員の不足については、「当施設に勤める事が職員

自身のプラスになる」ことをＰＲし、またＥＰＡ制度も活用しながら関連法人とも連携し

て優秀な介護人材の確保に努めてまいります。 

 

意見の反映 

昨年度に引き続き、ご意見箱等にてご家族様や職員、そして直接のヒアリングや第三者

評価を活用して利用者様ご本人からの意見収集につとめてまいります。集まったご意見に

関しましては施設内に設ける委員会にて検討し、迅速に対応していきます。 

また、年に二回、家族懇談会を開催し意見交換に努めます。 
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職務分担表 

管理者 
理事長の命令を受け職員を指揮監督して施設の業務を統括し、

運営管理に万全を期する。 

医師 

入居者等の病状把握及び診療業務に関すること。 

入居者等の健康管理及び療養上の指導に関すること。 

施設療養全般に関すること。 

事務員 

一般庶務及び他に属さない事務等｡ 

介護請求に関わる事務。 

会計経理に関すること。 

生活相談員 

入居者の相談に関すること。 

区市町村との連携調整に関すること。 

地域連携に関すること。 

介護支援専門員 

介護サービス計画の作成に関すること。 

施設処遇のモニタリングに関すること。 

家族や地域全体との調整に関すること。 

介護職員 入居者の日常生活介護に関すること。 

看護職員 
医師の指導に従い、入居者等に必要な医療措置を講ずること。 

入居者等の保健衛生に関すること。 

機能訓練指導員 入居者の機能訓練に関すること。 

歯科衛生士 入居者の歯科予防処置や歯科保健指導等に関すること。 

（管理）栄養士 給食の献立及び給食記録の作成に関すること。 

調理員 
調理、配膳に関する事。 

給食に関する事務。 
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各種委員会 

防災委員会 
避難訓練の計画作成と実施（総合訓練年 2 回、部分訓練 2

回）。防災に関すること全般。 

給食委員会 
栄養状態の把握、給食に関することの検討等。 

食中毒の発生防止や対策、学習会の実施。 

入浴・排泄委員会 
利用者の入浴に関わること全般。 

利用者の排泄に関わること全般。 

レク・広報委員会 
行事等の企画立案、実施。 

広報誌の発行（年４回）及び、施設内掲示物管理。 

苦情・ＣＳ委員会 
意見・苦情の収集とその反映。 

施設内ご意見箱の運用。 

事故防止・感染対策

委員会 

事故の未然防止と再発防止。 

感染症の予防と対策、感染症に関する各種勉強会の実施。 

褥瘡予防対策委員会 
褥瘡の防止とその改善。 

褥瘡予防に関する取組みや普及啓発。 

身体拘束廃止委員会 
身体拘束の防止と適正な対応。 

身体拘束防止に関する普及啓発。 

安全・衛生委員会 
従業員の安全衛生に関わること全般。 

健康診断の調整。 

ユニットリーダー・

安全委員会 

ユニットリーダー同士、部署ごとの連絡事項や課題の検討。 

介護職員等による特定行為実施についての安全管理。 

ＥＰＡ候補者の支援に関する事柄。 

 

 

各種会議 

サービス担当者会議 

（ケアカンファレンス） 
利用者のケアプランに対する検討会。 

入所検討会議 
特別養護老人ホームへの入所希望者に対し、その可否

の検討。 

職場長会議 

施設の全体の運営に関わる事の検討。 

職員の資質向上に資する研修会等の検討。 

その他重要事項に関する会議。 
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平成３１年度 年間行事計画 

 全体行事 ユニット行事 

４月 春の外出レク 近隣公園へのお花見 

５月 カラオケ大会 端午の節句 

６月 買い物サロン おやつ会 

７月 七夕行事 流しそうめん大会 

８月 スイカ割り大会 かき氷大会 

９月 敬老秋祭り 長寿表彰 

１０月 オータムコンサート 車イスダンス発表会 

１１月 買い物サロン 秋の食レク 

１２月 演芸大会 クリスマス会 

１月 新春和太鼓演奏会 獅子舞い 

２月 美容教室 節分行事 

３月 保育園卒園記念イベント ひな祭り 

 

・誕生会や季節の行事等については、ユニット費（教養娯楽費）を活用し、

各ユニットにて毎月実施していく。 

 

・入居者さんの様子に合わせクラブ活動の企画も適時行っていく。 

 

・足立区の「いきいき応援ポイント」事業等を活用し、ボランティアさんに

よるイベント等も実施していく 

（ボランティア活動実績：絵手紙教室、歌声サークル、朗読会、演芸大会、

ミニライブ、車イスダンスほか） 
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平成３１年度 年間職員研修計画 

月 内 容 担 当 備 考 

４月 
職業倫理について 

接遇について 

施設長 

苦情・CS委員会 
 

５月 人権・権利擁護について 身体拘束廃止委員会  

６月 食中毒対策と予防について 給食委員会  

７月 事故防止について 
事故防止・感染対策

委員会 
 

８月 排泄介助について 入浴・排泄委員会 外部講師 

９月 褥瘡予防について 褥瘡予防対策委員会  

１０月 感染症対策と予防について 
事故防止・感染対策

委員会 
 

１１月 認知症ケアについて 
認知症疾患医療セン

ター（協力医療機関） 
外部講師 

１２月 メンタルヘルスについて 安全衛生委員会  

１月 
虐待防止と身体拘束廃止に

ついて 
身体拘束廃止委員会  

２月 
施設におけるリスクマネジ

メントについて 

事故防止・感染対策

委員会 
外部講師 

３月 
※１年を振り返り不足する

部分についての研修会 
― ― 
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●生活相談室 

＊介護支援専門員 

１． 利用者様の ADL 把握及びケアプラン（施設サービス計画）の達成状況の把握に努

め、QOL の向上につなげていけるようにケアプラン作成を行う。 

２． ケアプラン作成に際し、利用者様およびそのご家族からの意向確認を、より丁寧に

実施する。 

３． 相談員・介護職員・看護職員・（管理）栄養士・機能訓練指導員等と連携を密にして

効果的なケアプラン作成に努めるとともに、作成したケアプランの内容周知を確実

に行う。 

 

ADL（日常生活動作） 

日常の基本的な生活動作がどの程度自立してできるかを評価することによって身体

的な機能障害の程度と状態の把握。 

 

QOL（生活の質） 

食事･排泄･入浴が満たされるだけでなく生活の内容、ありようが本人の求めるよう

で、豊かで充実していること。 

 

＊生活相談員 

１． 地域で施設サービスを必要とされる方のため、円滑に入居ができるよう調整を行う。 

２． 利用者様・家族様・職員との連絡調整をより密に行って、即応したサービスが提供

できるように努める。 

３． 介護支援専門員をはじめとする多職種が共同によるケアプラン作成の充実を図る。 

４． 利用者様、ご家族様より苦情を受けた場合は、苦情 CS 委員会をすみやかに開催し、

その対策を行う。 
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●介護部 

１．目標 

ユニット型施設である事を活かし、利用者様お一人お一人のニーズに応えられるよ

う職員のアセスメント力を高める。研修や勉強会を行いプロ意識の向上に努め、利用

者様が明るく豊かで安心した生活を送れるよう支援を行う。 

 

２．業務計画 

１）離床増進を援助し、声掛けを多く行う 

・食事、排泄、入浴の中で離床目的を個々の要望に合わせて援助する。 

・声かけに努め、訴え、悩み等本人の気持ちになり個々のニーズに応えられるよう援

助に努める。 

２）有する能力を活用し、その維持、向上につながる介護に努める 

・多職種と連絡を密にして個々に応じた介護をケアカンファレンス等で検討し、利用

者様の意志を中心に援助していく。 

３）個々のニーズの把握に努めその対応、対策を配慮して生活の向上を援助する。 

・ユニットケアの役割を認識し個々の要望に対応できるように努める。 

・各種記録を活用し個々のニーズに合った介護に努める。 

４）利用者家族、地域住民及び、職員と協力体制を確立する。 

・地域で行われる文化活動、行事等は積極的に参加し、施設で行う行事等に地域住民

の参加を呼びかける。そして利用者様各人に地域の一員であるとの認識を持ってい

ただくとともに地域との交流を援助する。 

・面会等の機会を活用し職員、家族の親密度を深めていく。 

５）個性ある居室、生活感のある環境作りをする。 

・利用者様のプライバシーが確保できる環境作りをする。 

・日時、季節、習慣等生活感のある環境作りをする。 

６）クラブ活動の援助 

・利用者様のニーズと可能性を常に把握し、個々の望むクラブ活動等に積極的に参加

して頂けるよう援助していく。 

７）散歩、外出等の援助 

・買物等、利用者様の要望に応えられるように援助していく。 

・外行事には積極的に参加を促し気分転換をして頂けるよう援助していく。 

 

３． 日常生活介護 

＜食事＞ 

  自らの意志によって、食事が摂れるよう有する能力を活用し自立援助、会話、食事を

通じ健康状態を観察し、他職種との連携を密にして援助に努める。 
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１） 配膳時には利用者様個々について食欲を促す声かけを行い、自力摂取できない利  

用者様に対しては声掛けをしながら介助に努める。 

２） 利用者様の体調、食欲不振時は看護部、栄養部と連絡を密にして食事内容の確認と

観察を行い摂取量の把握に努める。 

３） 毎日楽しく食事を食べていただけるように、共同生活室の良好な雰囲気を保つ。ま

た食中毒防止のため食前・食後の手洗い、手指消毒又はおしぼりの使用を励行する。 

＜入浴＞ 

入浴は身体を清潔にするだけでなく、一時の安堵感を持つ場でもあり、利用者様の一

人ひとりの身体状況を把握できる個々に合った入浴方法（一般浴、機械浴）を用意し、

ゆっくりとした気分で心豊かになれるよう援助に努める。 

１） 健康維持のため週３回実施を目標とする。 

２） 清潔保持に努める。 

３） 心理的、精神的にも気分を爽やかにする。 

４） 皮膚の新陣代謝をよくする。 

５） 血液の循環を良くし、排泄作用を促進する。 

６） 皮膚の異常乾燥、全身状態を知る。 

７） プライバシーを遵守する。 

＜排泄＞ 

排泄は生命維持にとって極めて重要なものであるが、生活や精神的影響を受けやすい

生理的機能である。特に利用者様は、機能低下による排泄障害を起こしやすいので、そ

の回数や症状は健康の指標として大切となる。また、排泄の世話を他人にゆだねざるを

えなくなる事は自尊心を傷つける恐れ があり、介助者は細心の注意を払う必要がある。 

上記の事を注意しながら個人の人格を尊重すると共にプライバシーの保護と一人一人

の観察に努める。 

１） トイレ等の誘導に心がけ、おむつ外しに努める。 

２） 排泄記録をつけ、個人の排泄パターンの把握に努める。 

３） 排泄時は個々のプライバシーを最大限に配慮し個々の尊厳を重視する。 

４） 感染症防止のため 1 介助ごとに手袋を交換し、手指消毒を行うなど徹底を行う。 

＜移動・移乗・体位変換＞ 

１） ベッド、椅子、車椅子、トイレ、浴槽等への移動・移乗は安全性を十分考慮し、利

用者様の身体状況に適した方法でケアを行う。 

２） 杖、歩行器などの補助具を有効活用し、出来る限り自立歩行ができるよう援助する。 

３） ご自分で寝返りをうつことができない利用者様に対しては、褥瘡を予防するために、

体位変換の介助を行う。 

＜余暇活動＞ 

１） 利用者様全員が余暇活動に参加出来るよう要望に合わせた活動内容を目指し、自身

の意思によって率先して参加してもらえるよう援助に努める。 
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●看護部（医務室） 

１．目標 

 心身の異常の早期発見に努め、さらに早期治療へと円滑につなぎ重症化を予防する。 

 ユニットケアの特性を活かし、疾病や障害を乗り越え、生活の中にも喜びを見出す

ことのできるよう個人を尊重した援助を実践する。 

 多職種連携を推進し、健康レベルの維持向上を図り、質の高い生活の場を提供する。 

 

２．業務計画 

＊健康管理 

利用者様が健康で快適な生活が送れるよう、疾病の早期発見・早期対応に努め、生活の

自立性を低下させないように援助を行う。 

＊日常の健康管理 

利用者様の健康状態の細かな観察に努め、協力病院への連絡、職員間の情報交換を図り

ながら健康維持に努める（採血の実施、内科診察補助、医療機関への受診、介助など）。 

＊定期健康診断 

入居者健康診断を年１回実施するとともに、定期的な血液検査（３カ月毎）を実施する。 

＊体重測定 

介護職員と協力し、月１回実施する。 

＊バイタルチェック（体温、血圧、脈拍等の測定） 

定期的にバイタルチェックを行い、健康状態の把握に努める。 

＊医師の診察 

定期的な医師の来診に付き添い、利用者様の状態把握に努める。 

＊口腔衛生 

介護職員や協力歯科の医師、歯科衛生士等連携し、口腔衛生の充実を図る。 

＊服薬 

医師の診察のもと、病状に応じて服薬していただく。薬の管理を徹底する。 

＊医療機関との連携 

日常の健康管理について適切な指示を得るとともに、緊急時の受け入れ先を確保する。 

＊感染症等の予防策 

 インフルエンザやノロウイルス対策として、ご来所の方や職員に対して、うがいや手洗

いの励行等の周知に努める。職員と利用者様に対してインフルエンザ予防接種を実施する。 

 

３．その他 

利用者様個人の生活が安全で快適であるよう各部署と連携を密にし、情報交換に努める。 

看護記録、電子カルテ入力、必要書類等の整備、記録保管する。 

ケアカンファレンスへ参加し、よりよい処遇を目指して行く。 
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●リハビリテーション部 

毎日の生活が楽しいと思えるように心がけ、利用者様個々の情緒の安定、有する能力の

活用や生活環境へのコントロールを図り、また、随伴する身体的機能低下に対する機能回

複の維持・増進を訓練・活動を行い通じて、安定した日常生活が送れるよう支援する。 

 

○定期的な身体評価に基づき、個別機能訓練実施計画書の定期的な作成を行い、利用者様・

キーパーソン・他部署へのリハビリへの理解を深めて頂く。 

 

①評価と情報の共有利用者様の初期評価・定期評価（３ヶ月に１回以上）・ADL 変動時評

価を行い、内容を記載しユニットスタッフと情報を共有する。 

②個別機能訓練実施計画書の作成と同意入所時や３ヶ月に１回以上、カンファレンス・

定期評価で得た情報をもとに作成し、ご本人にご説明・同意・サイン後、ご家族様の

同意・サインをいただき保管する。 

 

○身体機能評価およびリハビリ訓練・活動にて、知り得た利用者様の情報等は、他職種と

の情報提供・交換を密に行い、個々の利用者様が、健やかで安全な施設生活が送れるよ

う援助していく。 

 

１．個別訓練 

評価の情報に基づいて計画されたプログラムをもとに、目的・目標とする日常生活動

作を中心とする訓練・援助を実施し残存機能の維持・向上に努めていく。筋力増強・立

位保持・座位保持バランス・立ち上がり・移乗・歩行等の訓練を行っていく。個別対応

による精神的安定と訓練による生活の活性化を図る。また、ADL 訓練を行い利用者様の

自立度を高めていく。 

 

２．集団訓練（グループワーク） 

  フロア単位での集団による健康増進を目的とした嚥下体操・歌・リズム体操、そして

クラブ活動（レク・広報委員会を中心に企画）等で身体面の機能向上を図り、自己表現

や意思表示を実施しながら他利用者様とのコミュニケーションの場を提供する。また、

日々の生活の中にメリハリをつける。様々な集団場面にて、正しい反応・発言・行動を

行うことで、社会性・社交性を維持向上させる。 

 

３．認知創作活動 

  小グループ対応により、利用者様の一人ひとりの趣味趣向に即した創作活動（絵画・

編み物等）を通し興味関心の範囲を拡張することで、豊かな施設生活を送っていただく。

また、集団による建設的作業により、役割・分類作業を認知することで自己実現を図る。 
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４．物理療法 （マイクロウェーブ・ホットパック・干渉波・メドマー他） 

痛みの軽減、浮腫の改善を目的として機器（メドマー：下肢の浮腫軽減、ホットパッ

ク：関節拘縮改善・リラックス効果、マイクロウェーブ：関節・筋の疼痛緩和）を使用

し、機能訓練の補助的なアイテムとして、少しでも快適な生活が送れるよう物理療法を

実施していく。また、リハビリに消極的な利用者様の導入部として、快刺激（温かくて

気持ちよい等）を活用する視点から用いることもある。 

 

５．生活リハビリテーション 

ユニットケアではユニットスタッフが特定の利用者様をより深く知ることができると

いう特徴を生かし、生活リハビリテーションの励行が身体機能維持・改善のポイントで

ある。生活リハビリテーションとは生活中の動作を適切に誘導する事で、その利用者様

の最大のパフォーマンスを引き出しながら活動していただき、それをもって日常生活自

体をリハビリテーションとするものである。 

入浴や食事などに直接介入し、実生活場面でのリハビリテーションを行う。個々の問

題点の明確化と効率的な個別機能訓練の提供に役立てること、現場職員への介助方法の

伝達、練習に対して拒否的な利用者様への個別機能訓練、環境評価を訓練の提供に役立

てること、現場職員への介助方法の伝達、練習に対して拒否的な利用者様への個別機能

訓練、環境評価を目的とする。 

 

６．口腔ケア 

ユニットケアでは、食事後の口腔ケアを前項の「生活リハビリテーション」の一環と

して利用者様の身体機能に合わせて行っている。 

訪問歯科医師、歯科衛生士が専門性を発揮し、「歯科治療」及び「口腔ケア」を提供す

る事で、口腔機能の維持向上や衛生保持を推進する事が出来る。これら業務を通じ利用

者様が健やかで快適な日常生活を送る事が出来るよう支援する。 
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●栄養部 

１．目標 

・栄養、身体的状況に配慮した適切な食事提供に努める。 

・利用者様が楽しみとするメニュー、季節感を取り入れた食事作りに努力する。 

・日常生活の中で利用者様との触れ合いの機会を多く作ることを心がける。 

・衛生管理を徹底し、事故のないよう配慮する。 

 

２．業務計画 

○ 栄養マネジメントの実施 

栄養マネジメントに基づき、低栄養の予防、改善を目標に、個人にあった食事形態

にて食事を提供する。またその時々の体調に合わせて対応し管理する。 

・栄養スクリーニング 

・栄養アセスメント 

・採血の実施 医務と共同 

・栄養ケア計画作成 

・モニタリング 

○栄養報告提出（年２回） 

○給食委員会の実施（１ヶ月に１回） 

○厨房会議の実施（随時） 

○医師の指示により糖尿病食や腎臓病食などの療養食を用意し必要な方へ提供
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●事務部 

＜事務課＞ 

１） 適切な介護請求の実施 

介護請求のシステムを理解し、過不足なく迅速に国保連への請求を行うとともに、

ご利用者様への利用料金の請求書を作成する。 

２） ホームページの随時更新を行い、広く情報を発信する 

施設行事・求人募集など、施設に興味を持って頂けるような内容を保ち、１カ月に

１回以上の更新を行う。 

３） 備品・消耗品の適正管理をし、経費の削減を図る 

備品の使用方法を案内して、丁寧に使用して行くよう注意を促す。 

消耗品の使用頻度を確認して、不要な在庫を持たないようにする。 

４） 施設の窓口として、親切丁寧な対応を常に心がける 

問い合わせ・クレームなど様々な要望に迅速・丁寧に対応できるよう、常に職員間

で情報の共有を心がけていく。 

 

＜施設管理課＞ 

１） 居室内外の清掃 

利用者様にとって快適な住空間とするため、介護職員だけでは対応が難しい部分を

重点的に清掃する。特に居室については、週に２回以上の清掃を実施する。 

２） 植木の剪定・施設外周の清掃 

施設敷地内の植え込みの剪定をし、植栽が公道にはみ出ないよう管理を行う。 

枯れ葉・ゴミなどを放置せず、こまめに清掃をする。 

３） 設備点検 

手すり・物品のぐらつきが無いかチェックをし、随時対応する。 

４） 安全に配慮した運転 

送迎サービス時は特にシートベルトの着用確認、不要な急ブレーキなどが無いよう

安定した運転を心がける。 
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平成３１年度 事業計画 

ケアホーム足立（介護予防）短期入所生活介護 

 

 本年は、「より良い在宅生活が送れるよう貢献する」ことを念頭におき、今まで力をいれ

てきたレクリエーション活動をさらに発展させ、外出やユニット内レクを増やすなど日中

の活動量を上げる取組みを行って参ります。また、昨年度に引き続き、足立区緊急ショー

トステイや措置の受け入れに関しても積極的に実施し地域に貢献して参ります。更に、引

き続いて居宅支援事業所、地域包括支援センター、そして近隣医療機関等に対して当施設

のＰＲを行い、同時に関連法人が運営する病院の地域連携担当者と顔の見える関係作りを

行うことで、困った時の相談先・患者様の病院退院後の行き先の１つとして当施設が定着

するように働きかけを行ってまいります。 

 選ばれるサービス提供を目指して、ケアには生活の連続性を視野に入れ、自宅での生活

になるべく近い状態でケアできるよう職員の情報の共有化に努めていきます。また居宅介

護支援事業所からの情報や、ご家族様からの要望等も充分にお聞きし、不安のないようご

利用していただけるよう支援していきます。 

 職員の連携については、医務室・栄養課・相談室など全部署の協力体制により、事故防

止に細心の注意をして日常生活の援助をしていきます。 

 稼働率の向上とリピーター獲得に向けて、併設デイサービスとの利用連携を強化し、行

き慣れた場所で過ごすことによる利用者様への負担軽減と施設内職員の細やかな情報共有

などのアピールポイントを更に PR していきます。 
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平成３１年度 事業計画 

平成デイサービスセンター足立（総合事業）通所介護 

 

＜総論＞ 

今年度もご利用される皆様の心身機能の維持と日々満足して過ごしていただけるよう、活動的

なプログラムを実施していきます。 

 また、送迎時、入浴時などの安全確保とご利用者様の特徴をよく理解し、観察、状態の変化を

見逃すことなく対応していきます。そのためにも職員の資質向上をはかるため、ご利用者様のカ

ンファレンスを定期的に実施していきます。 

 今まで関係が構築されてきた居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、医療・福祉等関係

機関等とのより一層の関係作りに努めるとともに、事業者団体の会合等を通じてあらたな事業所

との連携構築も目指していきます。直営厨房や専従理学療法士の配置といった強みを活かしてご

利用頂く方々の満足度を上げ、リピーターの継続利用と新規利用者獲得に努めて参ります。 

 また、今年度は地域包括支援センターの活動にスペースを貸し出すなど地域貢献事業も積極的

に行うことを計画しております。 

 

＜サービス目標＞ 

① 利用者様への観察を充分に行い、特徴をよく理解し、安全性を確保し、状態の変化に対応し

ます。 

② 職員の意思をおしつけることなく、利用者様のペースに合わせ、安心できる雰囲気をつくり、

利用者様のあるがまま受け入れ、その意志を尊重するよう努めます。 

③ 個々のご利用者様に合ったレクリエーションの提供を致します。 

④ 事業所内の清潔保持に心がけ、感染予防に努めます。 

⑤ 職員研修に力をいれ、プロの福祉施設職員としての資質向上及び接遇向上をはかります。 

 


