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　　　　　1.「入所者の健康と安全」

　　　　　　　1）疾病予防

　　　　　　　2）安心の提供

　　　　　2.「安定的な収益の確保」

　　　　　　　1）稼働率アップ

　　　　　　　2）経費節減

　　　　　3.「人材確保と育成」

　　　　　　　1）新卒（介護職）の採用ルート拡大

　　　　　　　2）介護マニュアル総点検し、介護の質的改善に供する

　　　　　　　3）遺徳会版の介護技術評価制度（キャリアレベル制度：略称ＣＬ制度）の運用開始

　　　　　4.「快適な生活環境の提供」

　　　　　　　1）利用者の整容

　　　　　　　2）生活空間の清潔

　　　　　　　2）行事の活性化

　　　　　5.「社会貢献」

　　　　　　　1）法人の有する人財を地域社会活動に提供



目標と対策

目　　標 対　　策

1.入所者の 1-1　疾病予防
　　　　健康と安全

　○感染症・食中毒の集団発生ゼロ
　　　・医師を中心に、当該年度の流行情報の収集と衛生管理、褥瘡・安全対策委員会での決定
　　　　事項を職員に徹底周知する。

↓
週1の褥瘡回診及び月1の褥瘡・衛生管理委員会での状況把握・対策方法を全専門職の参加の
元、行った。

　　　・食中毒（6月～10月）、ノロウィルス（6月～2月）、インフルエンザ（11月～3月）、褥瘡・疥癬
　　　　（随時）は特に注意し、内部研修での意識づけを行う。

↓
1月27日（第一人目のインフルエンザ感染者発生）その後、職員2名・特養利用者4名が感染し、
3月23日、治癒・終息する。

　　　・11月～翌年3月の期間、感染源の施設侵入を防ぐため、出勤職員及び面会者全委員に
　　　　検温・うがい・手指消毒を義務化する。（マニュアル作成し、特変時には添った対応を行う）

↓
今年度も行った。家族様・面会者も慣れてこられ、スムーズに対応できた。

　　　・職員、利用者へインフルエンザ予防接種の投与（全員）を行う。
　　　　肺炎球菌ワクチンの接種（希望者）

↓
今年度はワクチン不足で入荷状況に合わせ接種することとなったが、職員・利用者とも、29年中
に終了した。

1-2　安全の提供

　○異常の早期発見
　　　・早期発見能力（気づき）を高める
　　　　　→ひやりハット用紙を変更し、気付きを増やす工夫をおこなった。

　　　・介護、看護の連携強化（情報交換、初期対応など）
　　　　　→医務からの細かい発信（感染予防など）が日常的に出来るようになった。

　　　・「急変時の対応」については再確認を行う。
　　　　　→「急変時の対応」は状態変化に伴い、繰り返し確認を行い、終末期の緩和ケアに移行
　　　　　　　する利用者が増加した。

　○重大事故、法人平均3％以下とする。
　　　・見守り不足と稚拙な介助技術が原因となっている点についてはＯＪＴで改善する。また、
　　　　指導においては、仕事上での陥りやすい状況を各職員に「自己覚知」させていく。
　　　　　※28年度は3件の重大事故が生じ、発生率3％となってしまったことを反省し、リスク情報
　　　　　　の徹底周知を行っていく。

↓
29年度の重大事故（骨折）は2件あったが、1件の入院期間が長期に及んだため、ＡＤＬの低下、
認知症の進行を併発し、利用者の日常生活が急変した。この事例を教訓として事故後のフォロー
アップ等を実践した。
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目　　標 対　　策
2.財政の安定 ◇主要な収入源の介護報酬を左右する利用率が28年度下期から100％をわずかだが

　　切ってしまっている。
　　病気入院→空床の悪循環を断つためにショートステイの稼働アップなど工夫を凝らす。

2-1　稼働率・介護度

　○利用率は特養+ショートで102％以上、平均要介護4.2以上を目標

平成29年度　稼働率　　　　　　　　　　【単位％】
月　　　　　　特養　　　　　ショート　　　　　合算　　　　　　　　　　平均値（Ｈ29.4～Ｈ30.2まで）
4　　　　　　　97.3　　　　　　100　　　　　　　97.8　　　　　　　　　　　特養　　　　　　 　97.70％
5　　　　　　　94.5　　　　　　115.5　　　　　　99.1　　　　　　　　　　ショート　　　　 　　108.10％　
6　　　　　　　97.5　　　　　　113.5　　　　　　101　　　　　　　　　　　合算　　　　　　 　100.01％
7　　　　　　　99.4　　　　　　112.1　　　　　102.1
8　　　　　　　96.5　　　　　　114.8　　　　　100.5
9　　　　　　　97.7　　　　　　114.8　　　　　100.5
10　　　　　　98.9　　　　　　108.5　　　　　　101
11　　　　　　100.9　　　　　　96.7　　　　　　100
12　　　　　　101.8　　　　　　95　　　　　　　100.3
Ｈ30.1　　　　93.1　　　　　　104.8　　　　　97.7
2　　　　　　　97.2　　　　　　114.3　　　　　100.7
3

平成29年度の目標であった利用率（特養+ショート）102％以上達成は1ヶ月のみという結果
だった。重ねて、100％を割った月が3ヶ月に及んだ。目標％に全く達成できておらず、
反省はこれに尽きる。背景として特養入所者の入院が続く中、ショートでの空床利用を埋め
られなかったことにある。

　○デイサービスでは引き続き90％台を維持。「総合事業」への制度改正を受け、要支援の利用者
　　　への対応を和泉市と連携していく。

↓
年間平均稼働率94.8％、内、要支援利用（総合事業）者は全体の16.8％となり、今後の介護
力低下のデイとしての役割が一層増してきている。

2-2　人件費・経費

　○介護・看護職員数は、法定基準数+10％の範囲内で安定的な組織を編成し、トータルの人件
　　　費率は53％～58％程度を維持。

↓
29年度も引き続き介護職員は募集を出しても反応が少なく、わずか2名の職員が現在残って
いる。看護職員は比較的集まりやすい。

　○経費削減・・・支出の25％を占める事務費、事業費（給食外注費を含む）、補修費、委託費の
　　　こまめな節約、無駄排除。

　　 　　　　※特にオムツ等の排泄ケア用品の使用量が増加した。排泄向上班と原因の追求をし、使用
　　　　　　方法の見直しを検討していく。

↓
ほとんど経費（おむつなどの消耗品、施設管理費、備品など）は少額ながら減少したが、
水光熱費が15％増となった（冬の寒冬のため、暖房時間延長した）
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目　　標 対　　策
3.人材確保と育成 3-1　人材確保

　○定期的な新卒採用と新ルート開拓
　　　・就職フェアへの参加を法人全体で行う。
　　　　　→インテックス大阪の就職フェア、泉州ブロックの就職フェア共に成果ゼロ。

　　　・介護専門学校及び近隣高校へは夏休み前に訪問する。
　　　　　→夏休み前に訪問するが問い合わせ無し。

　　　・随時インターネットでの求人媒体を活用し、募集をかけていく。（高石・和泉共同で行い
　　　　効率化を図る）
　　　　　　→29年度は5回行い、9人の獲得となる。（現在は5人就業中）

　○介護・看護の配置数は「法定基数」＋10％
　　　　　　→「法定基準」+10％は確保できず、平均+6％となった。

　○仕事と育児の両立
　　　・育児休業明け職員を有効な戦力として配置等、工夫する。また、結婚・育児等で退職した
　　　　職員のＵターンを促す。
　　　　　　→Ｕターン職員も子供の成長と共に就業時間を増やし、役職もつく様になり有効な
　　　　　　　　戦力として活躍できている。

3-2　人材育成

　○理事長教本に基づき、日々人柄の向上に取り組む。

　○介護職の技術レベル評価制度（略称ＣＬ制度）の推進
　　　・介護職員全員の技術レベルを５段階評価・格付けを行い、キャリアアップの道標とする。
　　　・昨年度後半から始めた評価作業を本年4月末で終え、5月には各人の格付けを決定する。
　　　　　　→作業終了できた。順次面談を行い、格付けを進言している。

　○介護マニュアルの総点検・改訂（10年以上経過のものから重点的に）
　　　　　　→例年通り施行す。大きな変更なし。

　○施設内月例研修、ＯＪＴで介護の基本的知識と技能を学ぶ。
　　　　　　→月例内部研修行うも、国家資格合格者1名。

　○ＯＦＦ－ＪＴは府社協の介護関連研修を中心に受講する。
　　　　　　→介護職6名（通算29日）、栄養士6日、看護師2名（通算4日）、
　　　　　　　　事務（管理部門）3日。

　○認知症の学びを深め、近老協や公文の学習療法の発表の場に積極的に臨んでいく。
　　　　　　→認知症実践者研修基礎コース受講。10/29、学習療法シンポジウムにてポスター

　　　 　　　　　　　　発表行う。

　○資格取得の奨励を行い、スクーリング等で休みが必要な場合は、有給を積極的に使うよう
　　　勧めていく。
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目　　標 対　　策
4.快適な生活環境 ◇身体及び建物・設備の清潔を維持

　　　　　　　　の提供
4-1　整容

　○服装、爪切り、ひげそりなど身だしなみを整える。
　　　・家族との信頼関係の維持の為にも、利用者様の心地よさを真っ先に考えていく。

4-2　施設の清潔維持

　○居室内の整理・整頓・清掃・清潔・換気
　
　○トイレの美化（特に消臭）

　○定期的なカーテン洗浄、ワックスがけ

　○定期的な施設点検、故障修理

4-3　諸行事の活性化

　○ボランティアの慰問行事
　　　・地域老人会、園児慰問、ボランティアからの受け入れをし、協力を仰ぐ
　　　　　　→新しい慰問チームの参加がある。

　○施設行事
　　　・毎年とり行われている行事に、職員が創意工夫を凝らしてマンネリ化を防ぐ。
　　　・遠足や外食・外出の機会を設け、日常生活に刺激をプラスする。
　　　　（外出時には民間のボランティア団体の力をお借りする）

↓
6月の浜寺公園バラ園散策にはボランティア団体の協力を得て、車いす移動のお手伝いが実現
する。

5.社会貢献 ◇人財資源を地域社会の諸活動に提供
　　　　　　→1/21に行われた人権研修会にて、アドバイザーとして所長が依頼参加される。

5-1　地域福祉

　○地域高齢者の交流支援
　　　・「ふれあいサロン」開催

　○健康づくり教室（ケアケア交流会など）
　　　・医師、看護師、栄養士、機能訓練指導員などによる研修会
　　　　　　　→第1回目「健康年齢について」（機能訓練指導員）
　　　　　　　　　第2回目「認知症について」（施設長）

　　　・認知症予防のための「脳の健康教室」を開催計画
　　　　　　　　→ボランティア集まらず、未定となる。

　○介護相談
　　　・ケアマネージャー、生活相談員等による「よろず相談窓口」を開設
　　　　　　　　→日程調整できず、未定となる。
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目　　標 対　　策

5-2　災害等非常時における地域との共助

　○避難場所、非常食等の提供
　　　　　→管理の結果、期限切れの差し替え行い、緊急災害時の準備物の定期点検行う。

　○行政等の組織する救援組織に、医師・看護師・介護士の派遣、並びに被災地の高齢者など
　　　の緊急受け入れも行っていく。
　　　　　　→本年度は叶わず。

　○地域社会の災害支援ネットワークへの参加
　　　　　　→本年度は叶わず。

5-3　関係団体との協力

　○行政及び関係諸団体の介護ネットワークに参加

　○本年は和泉市特養連絡会の当番施設となっている。6施設の意見を取りまとめつつ、社会
　　　情勢との兼ね合いの中、地域の中での特養の役割を全うしていく。

↓
4回の連絡会を通し、情報共有、交換行う。当面の問題は各施設とも人材不足となっているが
積極的な取り組みはそれぞれが行っており、参考にすることができた。

平成29年度　　事業報告書

和泉北信太特別養護老人ホーム
北信太老人デイサービスセンター

-5-



《事務部門》

基本方針 ①明るい挨拶・笑顔を絶やさず“和”を保つ
　　　　「施設の印象はまず事務所から」　
　　　　どれだけ忙しくても笑顔の挨拶で対応する。事務職員各人が一番に席を立ち、接客対応を
　　　　行うことを常に心にとめて取り組み、ご来所下さる家族様に快い雰囲気を提供する。
　　　　そのために職員間の私語は慎む。また、領収書のお渡し、ケアプランの署名も忘れず行う。

↓
全員がきちんと取り組めたことが訪問者（業者や家族）からたくさん評価された。

　　　・事務所職員が率先して理事長の指針を正しく理解し、組織の規律を守って他の部署・職
　　　　員のお手本となれるよう行動する。

②報・連・相の徹底
　　　　昨年度同様引き続いて個々の意識を高め、他部署との連携を深める。

↓
報・連・相の徹底は普段はできているが、緊急入所（退所）、救急搬送時にミスが起きていた。

　　　・事務所は利用料や保険証など重要かつデリケートな物を取り扱っていることを十分理解
　　　　し、誠意ある対応で他者との信頼関係を築く。
　　　・伝達事項は復唱を心がけ、メモ作成し、情報が残るようにする。

↓
おのおのが責任を持ち、人任せにしないよう、メモの作成を十分に行った。

③稼働率ＵＰを図る
　　　　パンフレットや営業パンフを作成し、新規の居宅支援センターや他市（堺市・泉大津市・
　　　　岸和田市など）の地域包括支援センターにも出向き、開拓していく。

　　　・入院等の空床対応を素早く行い、特養＋ショート＝100％維持を責務と考え、日頃より
　　　　居宅との関係を密にしていく。
　　　・ショートステイのリピート率を上げるため、施設の質の向上に向け、事務所一体となり全力
　　　　で取り組む。

↓
男性利用者の受け入れ需要が増々高くなり、4床男性部屋と女性部屋を随時変更できる
対応とした。

　　　・ショート委員会を発足し、毎月1回問題点を洗い出し解決に向ける。メンバーは相談員・
　　　　リーダーケアワーカー・サブリーダーケアワーカー・ケアマネージャーとする。

↓
定期的に行い、意見交換の元、お互いの現場の現状把握ができた。
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無駄を省いて効率を上げるには・・・

①５Sに取り組み、施設の美化をアップする
　　　　イ、事務所内の整理、整頓、清掃を各自が十分気遣い、たえず美しさを意識する。
　　　　　　紙くず等は大変目立つので素早く取るようにする。

↓
ホームロビーでの美化チェックを事務職員も率先した。

　　　　ロ、トイレをはじめ、一階のエントランススペースなど就業前に１５分間、清掃時間とし、
　　　　　　埃がない玄関を保つ。

↓
生花の管理にも心がけ、お客様からお褒め頂く。

　　　　ハ、駐車場周辺はゴミがたまりやすい状態にあります。定期的に清掃行い、雑草の
　　　　　　除去も忘れず美観を保つ。

↓
定期的に行えた。

②省エネ運動の推進
　　　　28年度はデマンド警報に頼ってしまった。水光熱費の使用量減のためにはエコへの取り
　　　　組みが不可欠である。施設内巡回を増やし、無駄な消費エネルギーをカットするとともに、
　　　　利用者様の身体に負担の少ない温度調整にも気づかいしていく。

↓
29年度は猛暑・寒冬であり、デマンド警報が食事時の人が集まる時間に多く鳴った。

③コピーミスを防ぐ
　　　　使用したら必ず設定ボタンを元に戻す。他部署がコピーをする時にも注意・声かけして
　　　　いく。許されるものはなるべく印刷済みの紙（裏紙）を使用し、紙の無駄にも注意していく。

④事務所からの退室時、行き先を伝える。外部からの連絡予定ある場合、施設用ピッチの携帯を
　　　行う。

↓
施設用ピッチ携帯が習慣づかず、結局館内放送となり、電話や訪問のお客様をお待たせして
しまった。
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《医務部門》

基本方針 「利用者様の健康管理に努める」

①「褥そうゼロ」を目指す　
　　　　　・皮膚の発赤、潰瘍化等の情報を得た時点で創部の確認を行う。
　　　　　・CW、リハビリ班への報告を行い、具体的対応策を検討し、実施する。
　　　　　・毎週水曜日の褥そう回診で継続観察行う。

↓
褥瘡ゼロには至らなかったが、おむつ交換や入浴時に皮膚の状態を観察し、早期に発見、
対応することにより、短時間で治癒に向かうことができた。
しかし、治癒に時間を要した利用者もおり、主な原因として、
①体調不良により臥床時間が長くなる。栄養状態の悪化
②臀部・仙骨部は排泄物等で長時間湿潤される　　　ことがあげられた。

※褥瘡回診（1回/週）・褥瘡予防会議（1回/月）にて個別のケース対応について栄養面や
　除圧・体交、エアマットの使用、保清等、検討・連携を図った。

②異常事態の早期対応に努める。
　　　　・脱水、インフルエンザ、ノロウィルス等の症状をよく知り、且つ予測を図り、連携をとりながら
　　　　　早期対応に努める

↓
○今年度、ノロウィルスの発生はなかった。
○インフルエンザ感染が職員・利用者ともにあった。隔離対応を行ったが、長期間に渡り面会
　制限が続いてしまった。
○疥癬の発生があり、隔離対応行った。
○発熱・嘔吐に対しては、早期に報告を受け対応できた。

③使用物品の整理整頓を行い、清潔な環境を保つ。
　　　　　・交換車、吸引器、支柱台の清潔
　　　　　・薬品や物品の不足が生じないよう、整理整頓を行う。

↓
使用物品については適切に洗浄・消毒等行い、清潔に努めた。
薬品等、一部在庫不足を生じたが、スタッフ内の在庫管理の徹底を図り、改善できた。

④月例の会議を昼食を兼ねて行う。活発な意見交換を行ったうえで介護職への研修等指導育成
　　にも力を入れていく。
　　また各職員との連携を行い施設全体としてスキルアップしていく。

↓
会議の回数が少なく、連絡ノートで情報の共有に努めた。
介護職と業務を一緒に行う中で、その都度指導を行ったが、研修には至らなかった。

平成29年度　　事業報告書
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《介護部門》

基本方針 「安心・安全で温もりのある施設生活を提供し、喜んで頂ける施設となります」

①マニュアルの見直し
　　　平成29年度に入り、業務変更やシフト変更や班のメンバー入れ替えなどが行われているが、
　　　マニュアルの整備が追いついていない。スムーズに業務遂行ができるために更新・変更を
　　　正確に行い、職員の不安を払拭し、統一されたチームワークケアを目指す。

↓
マニュアルの変更・更新を行っているも書式化しておらず、新人職員に活用できていなかった。

②人材育成
　　　・ＣＬ制度の格付けを行い、それを元にして職員一人一人の目標を明確にし、ステップアップ
　　　　が図りやすい風土づくりをしていく。
　　　　また、リーダー・サブリーダーは常に班員に声かけし、良きスーパーバイザーとなりそれぞれ
　　　　の力量や課題を把握しつつ、共に目標の設定・達成に尽くしていく。
　　　・新人職員の能力を先輩職員が知り、新しい業務への投入時期はＯＪＴ会議での話し合いで
　　　　決定する。

↓
ＣＬ制度の格付けを行い、順次発表している。

③ムダを省き、備品を適切に使用する。
　　　・節電、節水→廊下、居室トイレ電灯、空調、入浴介助時のシャワー水など細かい意識を
　　　　持つ。
　　　・備品の取り扱いに注意し、故障による修理や新品購入の無駄を省く。
　　　・器物破損の書類提出を義務付け。（特にPHSの水没に関しては、精密機器への意識向上
　　　　のため修理及び新品購入時の半額自己負担。）
　　　・整理、整頓により物品を探す時間の無駄を省く。また、必要以上の在庫を抱え込まない。
　　　・オムツ、パット類の使用量を常に気にして、無駄を省く。

↓
トイレの節電など細かい意識が持てなかった。オムツ・パット類の使用は若干減少した。

④利用者様の処遇改善
　　　・ケアプラン担当者は、利用者様とその家族様の一番の理解者となる。（苦情、事故に関して
　　　　は受付者が他の職員に注意喚起する）
　　　・食事、排泄、リハビリ、衣類、嗜好等を把握しケアプランへ反映させる。
　　　・季節の衣替えを常に気遣い、キャビネやタンスの中を美しい状態で保つ。

↓
利用者の衣服を縮ませ破棄する件が数件あった。キャビネ・タンスの5Ｓが行き届かず、家人から
の苦情に発展した。

⑤ショートステイのリピーター率を上げる。
　　　・相談員からの、フェイスシートや連絡事項など、本人様を知りえる情報には必ず目を通す。
　　　　（利用者様の状態把握と家族様のニーズ把握を、きちんと行う。）
　　　・私物管理の徹底
　　　　（退所時の返却ミスをなくす。ショート利用者分と特養利用者分の洗濯物を完全に分けた
　　　　　上、洗濯リストノートを使用し、記載する）
　　　・利用記録表を詳細に書き、ステイ時の状況がよく分かるようにする。安心の提供。
　　　・体調変化時に早期対応を行う。（医務・事務所への報告→家族さまへの連絡→必要時、
　　　　病院受診）
　　　・ショート委員会を開設し、事務所⇔ＣＷの情報共有を密にし、問題意識の統一を図る。

↓
今年度後半はショートの荷物忘れが減少した。

平成29年度　　事業報告書
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「虐待防止班」

基本方針 「虐待防止に対する知識を高めご利用者様の人権を保護し健全な支援を提供する」

①言葉遣いの大切さを伝え、ご利用者様に敬意をあらわす。
　　　　→「使ってはいけない言葉集」を配布しているが、実践の場では「ちょっと待って」など
　　　　　　敬意を表せない言葉を使う場面があった。

②認知症のご利用者様が増加傾向にあるため、職員のストレスに対するメンタル面でのサポート
　　を行う。
　　　　→判断力や理解力、また、短期記憶能力の低下が頻回なコールを引き起こしたが、職員に
　　　　　　よってはストレスを抱え込む者がおりフォローが出来なかった。

③2ヶ月に1度、虐待防止の意識を高めるため、勉強会を開き、みんなで考える。
　　　　→アンケート方式でスタッフの虐待意識の把握が出来た。その中でストレス面も多く記載が
　　　　　　あったが、フォローできなかった。

「排泄向上班」

基本方針 「個々の排泄方法を正確に把握し、快適な日常生活を提供する」

①平成28年度、尿路感染症による病院受診者が増加した。排泄介助の問題点を発見し、
　　マニュアルの改訂を行う。
　　　　　→リスクの多い方を定期的に見直し表にし、意識づけを行い、大きく減少した。

②マニュアルに基づき、新人研修を行う。
　　　　　→新人に対しての手厚い研修ができなかった。

③コスト削減の為、パットの見直しを行う。
　　　　　→利用者個々のパットを決め、使用枚数の削減に取り組んだが見直しができず成果が
　　　　　　　出なかった。

④トイレ誘導を積極的に行い、失禁状態を減らす。

平成29年度　　事業報告書
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「安全対策班」

基本方針 「利用者様の情報の共有を密に行い、安全な生活の提供と事故の再発防止の強化を図る」

・安心、安全に過ごしてもらう介助・介護をする。

　　　　→トイレ内での事故が多かった。座りっぱなしや見守り不足の転倒など反省点が多い。

・オムツ交換、体交、移乗時のリスクを安全対策班が正確に把握の上、率先して他部署との連携を
　取り、必要時には随時講習計画をたてる。

・一人一人の生活リズムや特徴を把握して個人のリスクに対しての事故予防対策を行い、事故を
　未然に防ぐ。
　　　　　→ヒヤリハットシートの活用を開始し、小さな気付きが習慣づいてきた。

・事故発生時は、他部署と連携をスムーズかつ正確にとり、次に向けての対策等を考える。
　　※必要時には緊急会議を行う。
　　　　　→入浴場での剥離・内出血の発見などの報告がきちんと出来ず、把握できていなかった。

・安全対策シュミレーションを定期的に行い、新人職員だけでなく全職員が同じレベルで対応できる
　ようにする。

「褥瘡予防委員会」

基本方針 「褥瘡０（ゼロ）を目指す」

①清潔
　　　→清拭、陰部洗浄、乾燥タオルと、排泄介助時の必須項目を確実に実施し、清潔で湿潤
　　　　　を取り除く。

↓
創部を清潔に、かつ乾燥状態を保つことで、次回の褥瘡回診時には軽快・治癒につながった。しかし、
同一部位を繰り返し発生する利用者も数人いた。

②体位変換の徹底
　　　→臀部だけでなく、全身の除圧につとめる。（頭～足先にかけて観察する）
　　　　　エアマット、ウレタンマット、あて枕の把握と適正な使用方法を徹底する。

↓
体位変換の徹底と共に、適切な除圧クッションの当て方や、マットレスの選択肢について委員会や回診
時にスタッフ間で検討し、早期治癒に結び付いている。

③褥そうの勉強会
　　　→ドクターによる内部研修、体圧分散マット取り扱い事業所の訪問研修を計画、実施する。

↓
医師による内部研修を実施した。

④栄養の確保
　　　→嚥下状態、摂取量の把握を行い、食事量安定の工夫をする。
　　　　　（食事中の姿勢、自助具の使用、食事形態の変更、捕食の検討、点滴の実施）

↓
食事摂取量・体重変化等、委員会での情報交換し、食事形態の変更や栄養補助食品の導入等に
ついて検討を行った。また、食事の際の姿勢についても検討行い、クッションの選択などよいポジション
になる工夫を行った。

平成29年度　　事業報告書
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「衛生管理委員会」

基本方針 「感染者０（ゼロ）」を目指す

①手洗い・うがいの励行　
　　　　職員の出勤時、退所時の取り組みは、概ね出来ていたが、流行の時期だけでなく、今後も年間
　　　　を通しての意識づけにつなげていく。

↓
職員の取り組みは年間通して行えた。利用者に対しても、食前の手指消毒が徹底できた。

②口腔ケア
　　　　利用者様の毎食後の口腔ケアを継続して行う。只、介護拒否で対応困難な方、麻痺等で残渣物が
　　　　目立つ方、絶食中の方は、連携をもって特に丁寧に取り組む。

↓
残渣物の除去が難しい方にはガーゼを使用し、保清に努めた。

③個々の体調管理　
　　　　脱水、尿路感染、肺炎による入院が多くみられた。体調不良や食欲低下時の水分摂取量の確保
　　　　摂取時の誤嚥には、特に注意が必要であり、点滴による対応も早期に行う。

↓
利用者の入院原因は上記が今年も多く見られた。

④感染症対応のシュミレーション
　　　　本年度は、物品の準備～対応方法に至るまで、インフルエンザ・ノロウィルスの発症をなるべく見極
　　　　め、直前に計画していく。

↓
今年度は熱発・嘔吐等、感染を疑う場合は一旦カーテン隔離の対応を取り、症状の悪化が認め
られない場合は隔離解除とする。

「給食班」
基本方針 「一人一人のＡＤＬに合った形態で提供し、安全に召し上がって頂く」

「行事食は、普段とは違う季節感を感じて頂ける食事を提供し、楽しんで頂く」

「配膳時に身に付けるエプロン・三角巾・マスクは常に清潔な物とする」

①アンケートＢＯＸを積極的に活用し、ご利用者様のご要望を一つでも多く叶えるようにする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（書面に残す）
　　　　→アンケートＢＯＸを活用できる人が少なく、聞き取り調査中心となった。

②行事食の時、事前に飾り付けを検討し、季節感ある飾りつけを行う。（行事班と協力する）
　　　　→飾り付けに工夫が施されなかった。

③ポスターは、それを見るだけでその日が待ち遠しくなるような工夫を凝らし作成する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（行事班と協力する）
　　　　→ポスターの工夫ができ、様々な個性が見られた。

④月に一度の選択メニューを提供する。
　　　　→各職員が利用者に声をかけ、楽しみの一つとなった。

平成29年度　　事業報告書
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「物品班」
基本方針 「在庫確認をこまめに行い、発注ミス・発注漏れのないよう努める」

①物品は常に決められた場所に設置し、確認を行う。
　　　　→失禁用タオルの管理が悪く、知らない間に枚数が激減した。毎日定期的に枚数を確認
　　　　　　することで物品扱いの意識改革を行う。

②在庫の確認をこまめに行い、連休前などは特に注意をし、事務所との連携を密にする。

③倉庫の整理・整頓が業務の一環であることを班員各自が意識し、一人でするのではなく役割を
　　決めて班員みんなで行う。
　　　　→物品管理（Ｐ-ＣＷ、タオルなど）が出来ていず、必要時に提供できない時があった。

「美化・マナー班」

基本方針 「快適な環境を整え、職員のマナー向上を図り、安心・満足・安らぎを提供する」

美化 ①施設の美化を図り、居室の環境整備を強化する。
　　　　→全フロアのＷＡＸがけに際し、ポリッシャーやワックス専用ブラシを購入し、美しく仕上げ
　　　　　　ることができた。

②新人職員に対し、利用者様重視の環境を提供出来る様、指導する。
　　（指導・育成に関しては、随時またOJT会議で相談、解決し、より快適な空間を提供する。）
　　　　→指導が不十分で、出来ている職員・出来ていない職員の差が目立った。

③美化基本5S表を見直し、改善していく。
　　　　→ＣＷ室、配膳室の整理整頓が出来ていなかった。

④カンファ水、手袋、ハンカチの携帯を義務付ける。
　　（毎朝のミーティング時に確認し、必ず常備する事を習慣づける。）

　　 　　　　→感染時期には行えていたが、それ以外は徹底できなかった。

マナー ①社会人として、適切な言葉遣いを徹底する。
②身だしなみを整える。

「ＰＥＡＰ」

基本方針 「設えを工夫し、認知症の利用者に温かみある居場所を提供する」

①ＰＥＡＰへの理解度を上げ、認知症の利用者様へのアプローチを工夫する。
　　　→まず班員にＰＥＡＰ資料を配布し、理解を深める。

②居室環境の見直しを行い、安心できる住環境を提供する。
　　　→家族様と連携を図りながら環境を整える。

③事例検討を行う

　　　→ＢＰＳＤの変化が激しい方の周辺症状を見直し、取り組みを検討し実践する。

↓
来年度より行事班に組み入れ、新しい発想のもと展開していく。

平成29年度　　事業報告書
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「公文学習療法」

基本方針 「利用者様の笑顔とやりがいを引き出し、認知症進行予防に努めます」

①月次検討会を活発に行う。
　　　　→他の会議に比べ時間を割くことができず、個々の効果を全体周知できなかった。

②利用者様の変化や気付きをスタッフ間で共有していく。
　　　　→アプローチの仕方で氏名を書くことができたり、発語に繋がったりした。

③学習療法のマニュアルの徹底。自己流にならないよう、定期的に見直しをする。
　　　　→振り返りの研修をもっと行うべきであった。

④利用者様の特技ややりたいことをコミュニケーションから知っていき、生活の場に取り入れられ
　　るようにしていく。

「行事班」

基本方針 「利用者様に季節を感じて頂きながら、刺激ある楽しい生活を提供する」

・外出の機会を増やす（花見、バラ園、ゆり園、プチ遠足、外気浴など）
　外気浴は施設前の花壇の花を見て頂いたり、施設周辺を散歩して頂く。

・企画は細かくたて、それぞれの行事の流れを事前に作成し、当日の担当者が正確に把握でき
　安全でスムーズな行事となるよう、行事班一致団結し利用者様に楽しみを提供する。

・全ての行事に関して班全員が理解しているよう心がけ、全ての職員に率先して説明できるように
　しておく。

↓
概ね、準備～反省会まで出来ており、たくさんの利用者に楽しんで頂けた。
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「クラブ」

基本方針 「多くの利用者様にクラブの参加を促し、脳の活性化と寝たきり・認知症の予防に繋げる」

平成２９年度　目標
・多くの利用者にご参加頂くため、色々な種類のクラブを提供する。

花アレンジメント・・・第1・第3火曜日
　　　　　　　　　　　　花を活けることで創作意欲を持ち、活けた花を飾り鑑賞することによって施設
　　　　　　　　　　　　生活に彩りを添える。

工作クラブ・・・・・・・毎週火曜日
　　　　　　　　　　　　利用者様が以前に楽しまれていた物（編み物等）を取り入れ、興味を持って
　　　　　　　　　　　　楽しんで参加して頂けるよう作品を考える。

合奏クラブ・・・・・・・第2・第4・第5火曜日
　　　　　　　　　　　　季節に合わせた曲や、歌を歌いながら体操等を行い、楽しんで頂く。

書き物クラブ・・・・・第1・第2・第4・第5木曜日
　　　　　　　　　　　　毛筆や硬筆で字を書き、心をリラックスし、手先を動かして頂く。
　　　　　　　　　　　　また、ぬり絵は季節の作品を取り入れ、色を楽しんで頂く。

おやつクラブ・・・・・第3土曜日
　　　　　　　　　　　　おやつを楽しく作って頂き、楽しんで頂く。

カラオケクラブ・・・・毎週土曜日
　　　　　　　　　　　　皆さんで歌われる歌、個人で歌われる歌をリストアップし、楽しく歌って頂く。

紙芝居・・・・・・・・・毎週木曜日
　　　　　　　　　　　　童話等、利用者様がわかりやすい紙芝居を選び、利用者様に伝わるように
　　　　　　　　　　　　はっきりと読み、楽しんで頂く。

　　クラブ班の掲示板に、クラブの参加風景の写真を掲示する。

・スタッフの人数の都合でクラブ活動ができないこともあった。
・紙芝居の準備ができておらず、別のクラブに切り替えることがあった。
・合奏クラブを行い、多くの利用者様に参加して頂くことができた。次年度にも多くの利用者様に
　クラブ活動を楽しんで頂けるように、工夫して提供する。
・クラブ物品の置いている所が整理整頓できていなかった。必要・不要を整理し、使いやすくなる
　ようにする。
・工作クラブについて難しいものがあったので、簡潔なものにし、どの利用者様でも行えるものに
　する。
・工作クラブの準備が遅くなり、制作物の内容など、周りに周知できていなかった。
・花アレンジにて、ＣＷ側と事務所側とで日程の食い違いがあった。
・お茶会のティーカップが破損等で減り、数が少なかった。
・工作等の作品の保管場所が乱雑であった。

平成29年度　　事業報告書

和泉北信太特別養護老人ホーム
北信太老人デイサービスセンター
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日曜日 月曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

第1・第2・第4・第5

書き物クラブ

毎週

紙芝居

第3

おやつクラブ

（2階山側）

毎週 毎週

お茶会 カラオケクラブ

（各フロア） （2階海側）

平成29年度　事業計画書

和泉北信太特別養護老人ホーム
北信太デイサービスセンター

クラブ曜日表

火曜日

花アレンジクラブ

（2階海側）

毎週

第1・第3

工作クラブ

第2・第4・第5

合奏クラブ

1
0
：
3
0
～
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≪リハビリ部門≫

基本方針 「ご利用者様のＡＤＬ維持、向上に努める」

①昼食前のリハビリ体操に必ず全職員参加して体操を行い、食事前の意欲向上につなげる。

↓
各専門職が事務所のアナウンスにより集合し、活発に体操が行える習慣がついた。

②移動・移乗方法を伝達します。

　　・新規の方や身体機能低下での変更時は移乗方法の検討を会議録・連絡帳に記載した上、
　　　ミーティングで伝達する。

　　・歩行できる方の機能向上に向けて、リハビリ以外でも歩行訓練等を試みる。

③褥瘡者には他部署との連携を図り、ウレタン・エアマットの検討など、褥瘡に対する対応を行う。

　　・利用者に合ったクッションの提供の強化と引き続き体交の仕方、クッションの当て方の講習
　　　行い、褥瘡ゼロを目指す。

↓
毎月、ウレタンマット・エアーマット・Ｌ字レバーをナンバリングし、使用者表を更新することで把握
できた。

④移乗バーを本入所、ショートの方にも使用し機能向上に努め、移乗しやすい環境も提供する。

⑤集団レクリエーションの見直しを行い、リハビリ班中心に楽しい内容を考える。

↓
リハビリ班中心での集団レクリエーションになっておらず、定期的に行えていなかった。

平成29年度　　事業報告書
和泉北信太特別養護老人ホーム
北信太老人デイサービスセンター
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≪給食部門≫

基本方針 ①バラエティーに富み、おいしく召し上がって頂けるお食事を提供します。

　　　・利用者様のご意見やご要望を吸い上げ、献立作成に反映していきます。

　　　・新規メニューの導入によりマンネリ化を防ぎ、バラエティー豊かな献立を提供します。

　　　・見た目にも食欲が湧くよう、盛り付けを丁寧に行います。

　　　・食材の下処理、調理工程においてスタッフ間のバラつきをなくし、安心して召し上がって
　　　　いただけるお食事を提供します。

↓
新規メニューを導入したり、菜物の味付けの工夫等を実施したが、マンネリ感は拭えていない。
昨年9月に調理主任が交代し、調理工程・味付け面でクレームが発生することが何度かあった。
下処理においても、食材の大きさにばらつきが生じるようになり、目安一覧表を委託側で作成
してもらった。

②夕食の残食率の改善を目指します。

　　　・全量摂取して頂けるようメニューの改善に努め、夕食の残食率15％以下を目指します。

↓
達成できていない。（2月までで15.7％）夕食は介助者も少ないという背景もあり、昼食よりも残食
が多くなってしまう傾向にある。

③衛生管理を徹底し、安全に召し上がって頂けるお食事を提供します。

　　　・委託側の衛生教育を徹底してもらい、スタッフの意識向上に努めます。
　　　　衛生的で安全なお食事を提供し、食中毒を防止します。

　　　・食材の取り扱いや調理工程についてのマニュアルを遵守し、チェック体制を強化すること
　　　　で異物混入を防止し、安全に召し上がって頂けるお食事を提供します。

↓
異物混入事案・・・2件（クッキングシート1件・ビニール片1件）
期限切れヨーグルトの提供（食する前に気づき未摂取）・・・1件
使用済み箸・スプーンの乗ったトレーを配茶用ワゴンに乗せて上げた件・・・1件
ヨーグルトのみの方（胃ろうで嚥下訓練のためヨーグルトのみ捕食）に誤って副菜を配膳して
　しまった件・・・1件（食される前にスタッフが気付き、未然に防げた）

※事故についてはゼロを目標にしているが達成できていない。引き続き委託側の意識向上を
　図るようエリアマネージャーを通して徹底してもらうことが必要。

④厨房機器、器具、備品を大切に使用します。

　　　・委託側に使用マニュアルの遵守を徹底してもらい、破損を防ぎ大切に使用します。

↓
食器乾燥消毒庫、ハウス型冷凍庫の機器入れ替え・修理を行った。
他、食器洗浄機・ミキサー・回転釜の取っ手等の修理・交換も行った。
背景に経年劣化の影響もあるが、雑に扱っている面も否めないため、エリアマネージャーを通じ
て手順を守り、丁寧に扱うことを徹底してもらうことが必要。

平成29年度　　事業報告書
和泉北信太特別養護老人ホーム
北信太老人デイサービスセンター
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≪デイサービス≫

基本方針 「ご利用者様に優しく・丁寧にをモットーに、心を込めたサービスをお届けします」

①送迎について
　　　・安全運転や車両の整備を徹底します。

↓
送迎出発前に車両点検行う。不備があった場合も工場との連携を迅速に行い対応した。

②新規のご利用者様について
　　　・利用開始後しばらくは職員間の情報共有することを徹底し、家族様にも安心して頂きます。

↓
毎月末には各ケアマネージャーへの報告書を作成し提出する。
また変化時には家族やケアマネージャーへの報告を行い、迅速に対処している。

②安全の提供
　　　・報告・連絡・相談の徹底で、利用者様の状態把握を、正確に行います。
　　　　　（チームワークで統一したケアを提供します。）

↓
連絡帳やミーティング、月末会議にて周知徹底行う。

　　　・認知症状による徘徊が激しい利用者様の見守りを強化します。

↓
写真撮影を行い、事務所にて保管し、利用時の連係プレーを行っていく。

③楽しさの提供

　　　・利用者様の日常に、楽しみと刺激がもたらされるレクレーションを考案します。
　　　　　　（ミーティングは全員出席のうえ、開かれた活発な意見交換の場とする）

↓
レクリエーション担当者を日替わりで変え、楽しんで頂けた。

　　　・行事は事前準備を万全にし、役割の分担を明確にします。
　　　　　　（季節感を味わえる制作活動や園芸活動を行います。）

④ケアマネージャーとの交流

　　　　・月１回の報告書の充実を図る。
　　　　・利用中の変化は、即時、報告する。

※年度末に利用者数が激減した。入院・永眠・施設入所と様々な原因はあるものの、減少に
対する対応策が意識不足の為、新規利用へと繋いでいけなかった。ジリ貧とならない努力が
来期に求められる。

平成29年度　　事業報告書

和泉北信太特別養護老人ホーム
北信太老人デイサービスセンター
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平成29年度　北信太デイサービスセンター　年間行事予定

4月　　カードゲーム・・・脳の活性化と利用者間の交流を図ります。　　　　　　　　　　　　→トランプ大会を行う。

5月　　観光すごろく・・・旅行気分を味わって頂きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　→新幹線スゴロクを行う。

6月　　ビンゴ大会・・・・１人１人にカードをお配りし参加して頂きます。上位の方には景品を
　　　　　　　　　　　　　　をお渡しします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　→ビンゴ大会では、数字合わせという単純なゲームに皆様一喜一憂されていた。

　　　　バラ園・ゆり園・・・・希望者を募り、ホーム利用者様とドライブを兼ねて季節のゆりと浜寺公園の
　　　　　　　　　　　　　　　　バラを鑑賞します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→バラ園では散策のあと、冷たい紅茶とシューアイスを召し上がって頂いた。

7月　　七夕・・・・・短冊に願い事を書いて頂きます。飾りの制作も皆様にして頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→七夕の短冊。きゅうりの収穫があり漬物などにし、利用者に提供した。

8月　　夏祭り・・・・色々な出し物を用意し参加して頂きます。（コイン落とし、綿菓子、焼きそば、
　　　　　　　　　　　　ヨーヨーすくいなど）
　　　　　　　→コイン落とし、くじ引き、ヨーヨーすくい、ロケット飛ばしなどの手作りゲームとたこ焼きを提供した。

9月　　敬老週間・・・・化粧療法を行います。男性は、肩、手のマッサージ、女性はお化粧をし
　　　　　　　　　　　　　　リフレッシュして頂きます。敬老のお祝いに手作りのプレゼントを１人１人
　　　　　　　　　　　　　　にお渡しします。職員による劇も行います（姥捨て山・信太の白きつね、
　　　　　　　　　　　　　　赤ずきん）
　→敬老会では「金色夜叉」を歌と劇と映像で楽しんで頂けた。プレゼントには縁起物キーホルダーを贈った。

10月　 運動会・・・・パン食い競争、玉すだれ、玉入れに、利用者様が紅白に分かれ参加して
　　　　　　　　　　　　　頂き得点を競います。
                        　また、ラダーゲッター・秋の収穫祭も行います。
　　　　　　　　→パン食い競争、おたま競争、玉入れ、ラダーゲッター（和泉市体育館から借りる）を楽しまれた。

11月　 作品展・・・・・毎月の"ジョイジョイクラブ”での作品を玄関エントランスにコーナーを設け
　　　　　　　　　　　　　　出展します。また、毎月、季節にちなんだモチーフで制作している
　　　　　　　　　　　　　　大型の展示物も披露します。
　　　　　　　　　　　　　　　　→「ジョイジョイクラブ」の作品にプラスして、個人の力作も展示し、大盛況であった。

12月　 クリスマス会・・・・ビンゴゲーム上位者にサンタクロースからプレゼント贈呈や、全員で歌
　　　　　　　　　　　　　　　（クリスマスソング）を歌います。
                             　手作りプレゼント、手作りケーキもあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→クリスマスプレゼントは正月用の箸置きと箸のセットを贈る。

1月　　新春芸大会・書初め・・・・職員による出し物や二人羽織を行い利用者様に楽しんで頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（羽子板・こま回しなど）利用者様には、書初めに挑戦して頂きます。
　　　　　　　　　　　　→新春ショーは利用者の飛び入り芸や、職員のかくし芸（二人羽織など）で盛り上がった。

2月　　節分・・・・・節分にちなみ、鬼にまつわる人形劇をお見せします。豆まきも行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→桃太郎の寸劇を行った。

3月　　紙相撲・ひな祭り・・・・北信太場所と銘打ち、皆様にトーナメント式で紙相撲大会を開催。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白熱の対戦をして頂きます。勝利者にはメダル・記念撮影を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行います。

平成29年度　　事業報告書

和泉北信太特別養護老人ホーム
北信太老人デイサービスセンター
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《研修計画１》
「外部研修」

基本方針 　・多くの職員が外部研修に参加できるように努める
　・専門性を重視し、部門での関連研修には同一の職員を参加させる
　・伝達講習を積極的に行う

〇社会福祉協議会の研修

介護部門 看護部門

　・認知症　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　 ・ターミナルケア・・1名 　・胃ろう（経管栄養）・・0名
　　　認知症介護実践者研修・・・1名 　 ・バイタル・・・0名　 　　　・吸引・・・0名
　　　認知症介護実践リーダー研修　　　　　　　　 　 ・看護技術・・・0名　　　・メンタルヘルス・・・0名
　・介護キャリア段位制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・感染症・・・1名 　　・医療的ケア教員講習会・・1名
　・抑制・・・1名
　・感染症・・・1名 　その他「食中毒」・・・1名参加
　・介護技術・・・0名
　・個人情報・・・0名 給食部門
  ・メンタルヘルス・・・0名
　・コミュニケーション・・・0名 　　 ・感染症・・・1名
　・苦情解決 ・・・0名      ・栄養マネージメント・・・1名
　・サービスマナー（初級）・・・0名 　　 ・栄養管理・・・1名
　・サービスマナー（リーダークラス）・・・0名 　　 ・調理技術・・・1名
　・機能訓練・・・0名
　・新任研修（1～3年）・・・0名 　その他「食中毒」・・・1名参加
　・中堅職員Ⅰ（3～5年）・・・0名 　　　　　　  　　
　・中堅職員Ⅱ（3～5年）・・・0名 事務部門　　　　　　　　　　  　　
　・指導的職員Ⅰ（6年～）・・・0名 　　　　　　　　　　　　　　 　　
　・指導的職員Ⅱ（6年～）・・・0名        ・サービスマナー（初級）　　　　　　　  　　
　・リーダー認定研修                                        　　  ・サービスマナー（リーダークラス）
　・スーパーバイザー養成（基礎・専門）　　　　　 　　  ・相談、援助技術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・基礎1名 　　  ・尊厳、人権、同和・・・1名
　・職員研修「推進」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ・社会福祉会計
　・ＯＪＴリーダー研修         　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ・人事考課　 　　
　・非常勤介護職員スキルアップ（Ⅰ）（Ⅱ）　　　 　　   ・人材確保　　　　　　 
　・レクリエーション・・・リハビリ師1名　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 ・苦情解決　　　　　　
　・たんの吸引等の実施のための研修 　　　 ・個人情報
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・0名 　　　　・社会福祉主事任用

　　 　・新任研修（1～3年）　　　　　
　　　 ・中堅研修Ⅰ（3～5年）　　　　　

その他 　　　 ・中堅職員Ⅱ（3～5年)
「学習療法実践モデル施設のつどい」 　　　 ・指導的職員Ⅰ（6年～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・2名参加 　　　 ・指導的職員Ⅱ（6年～）
「2017年度介護福祉士実習指導者講習会」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・1名参加
「ファシリテーション研修」・・・1名参加 その他
「リスクマネジメント」・・・1名参加 「虐待防止のポイントについて」・・・1名参加

「施設ケアマネ情報交換会」・・・2名参加
〇その他必要とされる研修

　・清掃、衛生についての研修
　・防災（消防や地震対策）　等

平成29年度　事業報告書
和泉北信太特別養護老人ホーム
北信太老人デイサービスセンター
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研修項目

5月 脱水と熱中症 久保田看護師

９月 高齢者リスク 安全対策班

1０月 感染症予防と蔓延防止 笹岡看護師

１１月 記録について 木庭ケアリーダー

１２月 褥瘡について 西田医師

１月 認知症について 髙栁施設長

２月 残存機能を活かした取り組みについて リハビリ班

３月 ターミナルケア 脇田看護師

平成29年度　施設内研修

4月 成年後見人制度について 藤田生活相談員

6月 栄養・食中毒の予防と蔓延防止 金正管理栄養士
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７月 高齢者虐待 虐待防止班

８月 衛生管理（環境美化） 美化マナー班



ＡＭ10：15

　　　施設紹介 　　挨拶

　　　組織 　　体操　　

11:30
　　　　　　　

ＡＭ10：15

　　挨拶

　　体操　　

11:30
　　　　　　　

ＡＭ10：15 　　　プライバシー

　　　個人情報 　　挨拶

　　　組織倫理 　　体操　　

11:30 　　　虐待
　　　　　　

ＡＭ10：15

　　　就業規則 　　挨拶

　　　給与規則 　　体操　　

11:30
　　　　　　　

ＡＭ10：15

　　挨拶

　　体操　　

11:30
　　　　　　　

ＡＭ10：15

　　挨拶

　　体操　　

11:30
　　　　　　

第３日目
実
践

～ 　○法令遵守

平成29年度　新入・中途職員研修

和泉北信太特別養護老人ホーム
北信太デイサービスセンター

第１日目
実
践

～ 　○法人概要

第２日目 接遇（マナー）
実
践

～ 　○服務規定
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第４日目
実
践

～ 　○就業規則

第５日目
実
践

～ ○重要事項・契約書

第６日目
実
践

～ 　○全体の振り返り



テーマ 担当

６月
転倒予防・骨折予防のための

ロコモーショントレーニング
高橋機能訓練

指導員

１1月

家族会（家族様との意見交換会）
※ご利用者・ご家族様

アンケート結果
※情報公開
自主点検表

各担当者

２月 認知症ケア 髙栁施設長

　

交流会

-24-


