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平成 25年度事業計画

I総括

平成13年より設立した社会福祉法人幸寿会は、本年度で11年目を迎える。

介護保険制度の改定等により施設運営を取り巻く環境は、著しく変化を求められており

社会福祉法人の事業展開に当たっても「経営Jの観点が求められている。

当法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して、総合的に提供されるよう

創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会に

おいて営むことができるよう支援することを目的としている。

I 法人理念

『私達は福祉の仕事を天職となし世のため人のために心を合わせて進もう』

E 法人の経営方針

入居者のために最善を尽くそう

いつも笑顔と挨拶を忘れずに

人の痛みのわかる人になろう

質素、倹約に努めよう

E 法人経営目標

1 地域コミュニティの行事への参加や協同開催やボランティア活動根拠として、積極的に参加と

活動の場を提供し、福祉思想の普及とボランティアの育成に寄与してL，<。

2 法人全体の経営基盤を確かなものにする。

(1)経営基盤の強化を図る。

(2)事業経営の透明性の確保を図る。

(3)事業運営にかかる経費と施設設備にかかる経費を区分し、運営経費の平準化を図る。

3 人事制度を構築する。

(1)昇進、昇格にあたっては、能力，成果に応じた公平な方法を制度化する。

(2)職務、職位に応じた研修を充実する。

4 法人が提供するサービスの基本的な理念を定める。

施設においては公平なサービスを提供できるように、標準的な仕組みを作る。
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5 新規事業の計画・展開

名古屋市内を中心に地域に密着したサービスや、高齢者の単身・夫婦世帯が安心して居住

できる施設を企画し展開をしてし、く。

6 評価の実施

第三者機関による評価を受審する。

経営の質的向上とより高いサービスの質の確保のため、本年度は特養事業所での実施と軽費

老人ホームで実施する。

W 施設経営(詳細は、各施設の事業計画のとおり)

1 特別養護老人ホーム東桜の里

老人福祉法に基づく定員 100名の施設として名古屋市特別養護老人ホーム優先入所指針

制度による入所者の受入に努める。

入所者の高齢化，虚弱化の傾向が強い中で、入所者の立場に立った経営に努める。

2 ケアハウス東桜の里

老人福祉法に基づく定員30名の施設として、名古屋市の委託による経営により、待機順によ

り入所者選定し受け入れる。自立した方々の入所者の多い中で、その人の主体性を尊重し援

助に努める。

3 短期入所生活介護事業

老人福祉法による定員15名の施設として、名古屋市の委託を受け、介護保険制度による事

業を行うもので、利用者の立場に立った生活援助に重点を置き、個人の尊厳とプライバシー

を尊重した支援に努める。

4 グループホーム東桜の里・深川北

地域密着型サービスとして、東京都江東区にて認知症対応型共同生活介護事業を行う。大規

模な施設では提供しにくい家庭的な生活環境を提供することにより生活の質の向上を図る。

5 さくらいふ丸新町

地域密着型サービス、小規模多機能型居宅介護とサービス付き高齢者向け住宅が併設した

施設として地域に根差し、家庭的な環境と地域住民との交流の下で利用者がその有する能力

に応じて自立した生活が出来るようなサービスを提供する。

6 さくらいふ池場

サービス付き高齢者向け住宅にて併設する居宅介護支援事業所また訪問介護事業所の在

宅サービスを必要な時にご利用頂き、どのような状態になっても安心して生活が出来るサーピ、

スを提供する。
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7 さくらいふ松原

地域密着型サービスとして小規模多機能型居宅介護と認知症対応型共同生活介護が併設を

した事業を行う。大規模な施設とは遣い家庭的な生活環境と、地域住民との交流の下で利用

者がその有する能力に応じて自立した日常生活が出来るようなサービスを提供する。

V 理事会・評議員会

理事会

評議員会

年4回予定

年4回予定

羽社会福祉法人幸寿会における平成 25年度の役員等の構成、組織図及び職員配置状況は、

以下のとおりである。年間予定は次の通りである。

1 役員、評議員の構成

区分 定数

理事 6名

監事 2名

評議員 13名
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理事会・評議委員会に係る業務

定例 理事会・評議委員会の

時期 事 項 主な要議決事項

①予算、決算、基本財産の処分、

4月 事業計画、事業報告

②予算外の新たな義務の負担、権

5月 監事監査 利の放棄

評議員会の開催 ③定款の変更

事業報告と決算の認定

理事会の開催 ④社会福祉事業に係る許可等所轄

事業報告と決算の認定 庁等の許認可を受ける事項

資産総額の変更登記 ⑤定款細則、経理規程、就業規則

等社会福祉法人の運営に関する

6月 規則の制定、変更

監事監査報告書を法人所管課へ

提出

社会福祉法人現況報告を法人所 ⑥金銭の借入、財産の取得、処分

管課へ提出 等に係る契約(軽微なものを除

く)

随時

理事会の開催 ⑦役員の報酬に関する事項

運営の経過報告等

⑧その他法人の業務に関する重要

3月 事項

評議員会の開催

補正予算、事業計画、予算の承認 ⑨理事、評議員の任免

理事会の開催

補正予算、事業計画、予算の承認 ⑩新規事業所、管理者の任免
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理事会評議員会

組織図
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3. 職員の配置状況

平成25年4月1日現在

よ竺
本部 特別養護老人ホーム 短期入所生活介護 ケアハウス

東桜の里
合計

東桜の里 東桜の里

施設長 なし 1名(兼務) 1名(兼務) 1名(兼務) 1名

事務長 1名(兼務) 1名(兼務) 1名(兼務) なし 1名

事務員 2名(兼務) 2名(兼務) 2名(兼務) 1名(兼務) 3名

生活相談員 なし 2名(兼務) 2名(兼務) 1名 3. 5名

看護師・准看護師 なし
6名(兼務) 6名(兼務)

なし 5・7名

管理栄養士 なし
1名(兼務) 1名(兼務)

なし 1名
内(1名) 内(1名)

機能訓練指導員 なし
2名【1名】 2名【1名】

なし 1. 3名

介護支援専門員 なし
3名(兼務) 3名(兼務)

なし 2. 5名
内(1名は介護職と兼務) 肉(1名は介護職と兼務)

介護職員 なし
45名【7名】 45名【7名】

2名 47名

調理員 業務委託 業務委託 業務委託 業務委託 0名

清掃、洗濯職員 なし 【7名】 【7名】 なし 7名

合計 ー名 70名(兼務) 一名 4名 74名

注)【 】内は準職員で外数を表す。

戸弓?と グループホーム 小規模多機能 サービス付き高齢者 小規模多機能

東桜の里・深川北 サービス付き高齢者 向け住宅 グループホーム

さくらいふ・丸新町 さくらいふ・池場 さくらいふ・松原

施設長 1名(兼務) 1名 1名(兼務) 1名(兼務)

計画作成担当者 2名(兼務) 1名 1名 3名(兼務)

( 1名施設長兼務)

介護職員 14名【7名】 12名【6名】 13名【6名】 10名【4名】

14名【4名】

看護職員 1名【1名】 2名【1名】 1名【1名】

事務 2名【1名】

合計 15名 15名 19名 29名
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E 事務局

本部事務局においては、法人の庶務、会計事務の総括処理のほか、理事会及び評議会の開催、

各施設問の連絡調整、職員の人事、給与、健康管理、福利厚生等の総括管理業務を行う。

事務局の主要事務は、次のとおりである。

1 法人及び受託施設の運営、企画並びに調整に関すること。

2 法人の庶務及び会計の総括に関すること。

3 職員の人事及び給与に関すること。

4 職員の福利厚生に関すること。

5 職員の研修に関すること。

6 定款・規貝1]-規程等の改定、改廃に関すること。

7 理事会及び評議員会の運営に関すること。

8 ホームページ・東桜の里(広報誌)の運営・企画。

9 実習等の受入れに関すること。

10 新規事業計画を立案、実施すること。

11 法令違守規程の策定をすること。

12 東桜の里大規模修繕の策定をすること。

-7・



E 特別養護老人ホーム東桜の里

1基本理念

社会福祉法人幸寿会の経営方針を踏まえることを基本に、利用者にとって施設は生活の場で、あ

ることから、集団生活を維持していく中でも可能な限り家庭的な雰囲気を創出し、個々人のニー

ズ、に沿った処遇に取り組む。

2 運営方針

(1 )利用者の人権尊重、安心できる生活環境の創出

利用者一人ひとりの人権と生活を尊重し、家族とコミュニケーションをとりながら、個別ニー

ズに応える介護を目指し、安心できる生活環境を創出する。

(2) 職員の資質向上

プロとしての意識を高め、広い視野と優れた技術をもって介護が出来るよう、日々の学習と

研修会や他施設への体験実習の参加など積極的な自己研鑓の環境を築いていく。

(3) 地域福祉の拠点としての機能の発揮

高齢者福祉の専門施設としての機能を活かし、在宅の高齢者・家族等に対し気軽に相談に

応じられるサービス提供体制の強化を目指すとともに、地域コミュニティにおけるイベントへ

の積極的参加やボランティア活動の場を提供する。

3 実施計画

(1)管理運営

①施設管理

区と協議しながら、施設のライフサイクルに対応した適切なメンテナンスに心がけ、良好

な環境づくりと施設、設備の万全な維持を図る。

②職員の資質向上

ア職場内研修の実施

社会福祉法人幸寿会の経営基本方針や事業計画を職員が確実に認識すること

を徹底し、内部及び外部講師による研修会の開催や職場外研修参加者からの受

講報告会等を適宜適切に実施し、多様な能力の向上に努める。

イ職場外研修の参加

全国社会福祉事業団協議会や名古屋市社会福祉協議会の開催する研修会に積

極的に参加し、その成果を職員全体が共有する。

ウ他施設への体験学習

優れた施設運営をしている他法人施設への体験実習に参加し、新たな知識や技

術を吸収するとともに、当施設の施設運営とを比較することで、改善点等と把握し、

当社会福祉法人幸寿会の施設運営・職員の資質向上に反映させる。

③職員会議の開催

全職員が施設運営に関わる各種情報を共通認識し、利用者の処遇向上を目指すため

に、各種会議を開催する。

。会議の開催 表日
h
H
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④防火、防災体制の充実

ア消防等防災関係機関の協力・指導のもと計画的な訓練を実施し、職員の防災意

識・技術の向上を目指す。

イ災害時における地元町会及び隣接施設との間で「相互応援協定」を通じて日頃か

ら密接な協力体制を築いていく。

ウ地震発生時の設備等の転倒・落下防止措置の実施など、ハード面における地震

対策の強化を進め、利用者の安全を図る。。防火・防災訓練の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・別表2

⑤実習生の受入れ指導

福祉専門職育成機関からのケアワー力一、ホームヘルパ一等の実習生受入れ要請に

ついては、社会福祉従事者の育成という社会的要請に応えるために、積極的に応じて

いく。

(2)利用者に関すること

①施設への受入れ

効率的な施設運営の視点から、退所予定者の的確な予測と、利用者待機者の実態把

に努め、入所判定会議、契約締結等の事務手続きの迅速化を図り、極力空床期間を短

くする。

〔施設別定員〕

区分 特別養護老人ホーム ショートステイ ケアハウス

東桜の里 100人 15人 30人

②生活相談

ア利用者及び家族が気軽に相談に来られるような環境づくりを行う。また、きめ細や

かに応じるため、生活相談員が中心となり、ケアワー力一、看護師、栄養士等との

相互連携を図る。

イ利用者の近況については、家族に面会時や、必要に応じて電話等で適時適切に

報告し、コミュニケーションを密にとることに心掛け、家族の希望や意見をケアプラ

ン作成に反映させる。

③日常生活の支援

利用者個々の心身の状況に合わせた日常生活の支援に努め、安心して健康的な生

活が送られ、可能な限り自立した生活の場づくりを目指す。

また、日常生活に関する利用者や家族の満足度調査を実施し、利用者等のニーズに

即した適切な処遇を行う。

ア食事・栄養

・晴好とバランス

バランスのとれた食事と、サイクル献立でない旬の家庭的なメニュー作成を心が

ける。また、日本ならではの食文化や行事食、選択食を取り入れバラエティの
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〔食事分類〕

主食

副食

富んだ食事を提供する0

.栄養管理

栄養士、詞理員の月例検便や日々の健康チェックを実施し、調理室の衛生状態

の自己点検を毎日実施するとともに、保健所との連携を図り、適宜に食品庫・

調理室の衛生検査と指導を受け、安全保持に努める0

.食事形態

個人の摂食機能に合わせて分類する。

「形がありながら、のどにつまらない」を基本として、極刻み食からソフト食への

以降を、栄養士、調理員を中心に調理員を中心に全職種と連携して検討してい

く。

飯、粥(炊粥、全粥、重湯等)、パン、麺類

常食、ひと口きざみ、極きざみ、軟食、ミキサー食、ムース食

その他 各個人に応じて対応

。年間行事食献立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別表3

イ排j世

排池は、生活の中で最も私的な行為であり、人間としての尊厳に深く関わることに踏ま

え、その介助にあたってはプライバシーに十分配慮する。

-排池間隔、排j世量及び動作能力や身体条件等個人の排池サイクルに合わせた「個別

対応」の介助に心がけながら、「排池の自立」を促す。

ウ 入 浴

更衣や入浴中のプライバシーを確保し、また菖蒲湯やゆず湯なども取り入れ、くつろい

だ雰囲気の中で入浴が出来るような援助を行う。入浴回数は、個人の健康状態に配慮

のうえ週2回行う。

工 調 髪

施設内美容室において、ボランティアの協力を得て低料金で、定期的に行う。

オ寝具

寝具はリースを基本とし、その交換は週1固定期的に行うほか、必要に応じた対応を

する。

力日光浴

施設内の中庭や屋上を活用し、日光に当たる時間をつくる。

キ行事

利用者の方に楽しんでもらえるような行事をフロアーごとで企画し、毎月開催する。

④身体拘束の廃止

安全のためやむを得ず身体拘束している利用者について、その廃止に向け施設管

理者を中心とし、職種連携し、また家族とも協働してケアの方法を検討していく。
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⑤健康管理

利用者の多くは、慢性疾患を持つほか虚弱化していることに鑑み、健康管理を充実

し、疾病の管理と感染予防対策に万全を期して、健康の維持を図り、安心して生活が

送れるよう支援する。

ア看護業務

・朝夕にケアカンファレンスにおける身体・精神状況の把握、居室の巡回など職種

間相互の連携を図り、きめ細やかな観察のもとに異常の早期発見、疾病の予防に

努める。

-新規の利用者については、事前面接により、利用者の心身の状況に合わせた受

入れを行う。特に入所直前後はきめ細やかな心身の観察を行う。

-入院中の利用者については、病状把握に努め、医師の指導を受け、退院後は早

期に日常生活にもどれるよう援助する。

-身体・精神状況の報告を随時行い、家族の理解・協力を得る。

-年1回の高齢者検診と随時の回診の実施により、異変(時)の早期対応を図り、積

極的な健康管理に努める。

※全職員(施設内職員、事務員も含む)は、日常的衛生管理の理解と正しい知識を

持つよう感染予防マニュアルを充実させるとともに、勉強会を実施し、感染予防に

努める。

〔嘱託医・協力医療機関〕

F疋....， 期 検 曇~ 日

区分 特別養護老人ホーム
ショートステイ ケアハウス東桜の里

東桜の里

肉科 加藤内科胃腸科 該当なし 該当なし

精神科 該当なし 該当なし 該当なし

歯科
増田歯科

富田歯科
該当なし 増田歯科

協力医療 医科
東部医療センター病院 該当なし 東市民病院

機関 内科

高齢者健康診査 公衆保健協会 該当なし 公衆保健協会

⑥機能回復訓練

利用者の身体機能を日常生活で最大限に活かされるよう残存機能の維持向上を目指

して、個々の状況に応じた訓練とグループ訓練とを平行して実施します。

ア個別訓練

個々の身体機能を評価のうえリハビリプログラムを作成し、機能訓練室、居室において

実施します。

イグループ訓練

グループでのレクリエーションや趣味活動等の創作活動を楽しみながら行うことをリ

J、ビリテーションの一環に位置付けし取り組む。
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⑦社会活動への参加と地域との交流

ア余暇活動

個々の利用者の希望や自主性を尊重し、行事、クラブ活動への参加や個別的な趣味

活動、学習活動を促す。この活動に対する支援者として地域ボランティアの参加を求め、

その交流を通して、拡がりと潤いのあるゆたかな生活を創出していく。

イ施設外活動

近隣への買い物や散歩を日常的に可能な限り取り入れることに心がける。

また、施設近隣の保育園、幼稚園、児童館、小・中学校等との交流を積極的に進め、

利用者の生活空間の拡大を目指す。

ウ地域との連携

地域コミュニティの行事への参加や協同開催などを通じて地域との交流を深める。

エボランティアとの連携

ボランティアの活動拠点として、積極的に参加と活動の場を提供し、福祉思想の普

及とボランティアの育成に寄与していく。そのために、ボランティア担当者を設置す

るなど、受入れ態勢の整備と連携の強化を目指す。

オ地域への便宜供与

地域の方々の施設見学や施設近隣の町会の利用については、施設運営に支障がな

い限り積極的に応じてし、く。。年間行事予定 ・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 別表4

(3)ショートステイ(短期入所生活介護サービス事業)

基本理念、基本方針とも特別養護老人ホームに掲げた事項を基本とする。

さらに、在宅介護の支援施設として、特に家庭及び介護支援専門員との連携を密にし、必要

なときに安心して受入れられるよう努める。合わせて家庭での生活と施設での生活の双方を

通じて、快適な生活リズムを築くことに配慮する。
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N 実習等(受入れ)

1基本理念・運営方針

地域福祉の担い手として、施設や居宅介護を支える介護職員の養成を図るため、日本福祉大

学中央福祉専門学校等の指定実習施設として本研修事業を行う。

2 実施計画

(1)実施期間等

随時実施

(2)研修対象等

愛知淑徳大学

日本福祉大学中央福祉専門学校生

(鮒未来ケア・カレッジ

(株)セラム実習生

(樹工ルクリック実習生

(株:)1'¥ンピック実習生

さわやか愛知

(3)研修内容

地域保健医療研修

-専門学校生の現場実習

(4)講師・会場

職員、会議室にて対応する。

(5)研修の委託費

2. 000円程度(1名1日)
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V ケアハウス東桜の里

1基本理念・運営方針

特別養護老人ホームで掲げた事項を基本とする。

さらに、ケアハウスの性格に鑑み、入居者のプライベートな生活に配慮しつつ、会食・談話・入浴・

趣味活動・相談などを通じて、仲間が隣にいる心強さ、見守られている安心感等、ゆたかな生活

を実感できるよう自立生活を支援する。

2 実施計画

(1 )施設定員

ケアハウス東桜の里 30名

(2)日常生活の支援

①食事

入居者の健康の維持と増進に配慮し、バランスの取れた食事と季節感を味わえるメニ

一作りに努める。

また、ピ、ユツフェスタイルによる提供とし、冷温配膳車、及び保温おひつ等を使用して、

適温サービスを心がける。

②入 浴

入浴日は毎日とし、入浴時間は午後 13時......18時(年末年始は延長)までとする。

また、菖蒲湯・ゆず湯等季節に応じた入浴を実施する。

③社会活動への支援

入居者個々人が主体的に実施する各種活動を積極的にバックアップするとともに施設・

集会室において実施する事業への参加を支援する。

④行 事

家庭で行われるような季節行事や、外出行事、屋上菜園での野菜作りなどを提供する。

(行事予定別表7)

⑤健 康

クラブ活動(フラダンス)や運動機能の向上(筋力トレーニング)、また医療や健康に関す

る勉強会を開催する。

(3)職員の資質向上

①社会福祉法人幸寿会の経営方針や事業計画を職員が確実に理解、認識をする。

②全国社会福祉事業団協議会や名古屋市社会福祉協議会の開催する研修会に積極的に

参加し、研修会にて学んできたことを職員全体が共有する。

(4)防火、防災体制の充実

①消防署や防災関係の協力・指導のもと計画的な訓練を実施し、職員の防災への意識・

技術の向上を目指す。

②同建物内他事業所と連携をして防災・防火訓練を年2回実施する。(別表2)
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羽グループホーム東桜の里・深川北(認知症対応型共同生活介護事業)

1 .基本理念

認知症高齢者の残された能力や潜在能力を、少人数での共同生活を営むことにより最大限

に引き出し、認知症の緩和・改善がなされることを側面から支援する。

また、大規模な居住施設では提供できない日常的な生活環境を提供して生活の質の向上を

図る。

2.運営方針

特別養護老人ホームで掲げた事項を基本とする。

3.実施計画

(1)施設定員

グループホーム東桜の里・深川北 1ユニット9名 2ユニット計18名

(2)職員の資質向上

ア社会福祉法人幸寿会の経営方針や事業計画を職員が確実に理解・認識をする。

イ全国認知症グループホーム協会や東京都社会福祉協議会が開催する研修会に参加

し、研修会にて学んできたことを職員全体が共有をする。

(3)職員会議の開催

全職員が施設運営に関わる各種情報を共通認識して、利用者の処遇向上を目指すため

に各種会議を開催する。

(4)運営推進会議の開催

利用者、地域代表者(町内会長等)、地域事業者、江東区職員と2""'3ヵ月に一度会議を

行い、サービスの公表や勉強会、地域の方と連携が確保でき地域に聞かれた事業所にする

(5)防火、防災体制の充実

ア消防署や防災関係の協力・指導のもと計画的な訓練を実施し、職員の防災への意識・

技術の向上を目指す。

イ災害時における地元町会及び隣接施設と日頃から密接な協力体制を築いておく。

ウ防火・防災訓練を年2回実施する(別表8)

(5)日常生活の支援

利用者個々の状態に合わせた、少人数ならではの日常生活の支援に努め、穏やかでまた

安心して健康的な生活が送られる生活の場を提供する。

ア食事

入所者の方と食材の買い物に行き、食事を一緒に作る。またバランスが取れ季節感を

味わえる食事作りに努める

イ入浴

入浴回数は健康状態に配慮、して週2""'3回とする。

ウ排j世

本人の身体状況を把握し、プライバシーを確保して適切な排j世介助をする。

工行事

家庭で行われる季節に合わせた行事や、外出行事を提供する。(別表8)
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vn さくらいふ丸新町

1.基本理念

①利用者が住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう

に支援する。

②家庭的な環境と地域住民との交流の下で、それまでの暮らしを尊重し個々にあったサービスの

提供が出来る住居、事業所を目標とする。

③介護理念としては「家族の出来ることは全て提供する。利用者に対して、最高のサービスを提

供する」を理念とする。

2.実施計画

Oサービス付き高齢者向け住宅

[入所者の処遇]

①基本サービスとしては、安否確認や生活相談サービスに加え、食事や洗濯、清掃等の各種支

援サービスを提供する。

ア食事 :入所者の方にバランスがとれて季節感が味わえる食事を提供する。

イ相談 日常生活の相談から健康相談など、ケアの専門家として対応をする。

ウ洗濯・掃除:週1回洗濯・掃除サービスに入る。

0小規模多機能型居宅介護

[入所者の処遇]

①基本サービスとしては、通所(デイサービス)を中心として短期(ショートステイ)や訪問(ホーム

ヘルプサービス)を組み合わせながら、必要な時に必要なサービスをご利用していただき、在宅

での生活が出来るようなサービスを提供する。

ア通所(デイサービス)1日利用定員15名

・食事入浴排j世介助健康チェックレクリエーションを提供する。

イ短期(ショートステイ)1日利用定員7名

-施設にて宿泊をしていただき、食事入浴排j世介助等を提供する。

ウ訪問(ホームヘルプサーピ、ス)

・職員がご自宅に伺い、安否確認生活援助身体介護サービスを提供する。

※食事 :利用者の方にバランスのとれた季節感のある食事を提供する。

※健康チェック:看護師が血圧測定や健康状態の確認をする。

[職員の資質向上]

ア社会福祉法人幸寿会の運営方針や事業計画を職員が確実に理解・認識をする。

イ各協議会が開催をしている研修への参加や、東桜の里(特養)で行う内部研修への参加をして

資質向上を目指す。

ウ職員が運営に関わる各種情報を共通認識をして、利用者の処遇向上を目指す。

[防火、防災体制]

ア消防署や防災関係の協力・指導のもと計画的な訓練を実施し、職員の防災への意識・技術向

上を目指す。

イ災害時に地元町内会とも連携がとれるように日頃から密接な協力体制を築いておく。

ウ防火・防災訓練を年2回実施する。
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四 さくらいふ池場

1.基本理念

①利用者が住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう

に支援する。

②家庭的な環境と地域住民との交流の下で、それまでの暮らしを尊重し個々にあったサービスの

提供が出来る住居、事業所を目標とする。

③介護理念としては「家族の出来ることは全て提供する。利用者に対して、最高のサービスを提

供する」を理念とする。

2.実施計画

Oサービス付き高齢者向け住宅

[入所者の処遇]

①基本サービスとしては、安否確認や生活相談サービスに加え、食事や洗濯、清掃等の各種支

援サービスを提供する。

ア食事 .入所者の方にバランスがとれて季節感が味わえる食事を提供する。

イ相談 :日常生活の相談から健康相談など、ケアの専門家として対応をする。

ウ健康チェック:週1回看護師による健康状態の把握をする。

0居宅介護支援事業所

[入所者の処遇]

①介護支援専門員がケアプランを作成し、本人の心身の状態やご家族の意見や希望を把握し

ながら本人に合ったサービスの調整を行います。また、ご本人やご家族様の個人情報にかんし

ては、秘密保持に努める 0

・業務内容:相談業務、居宅サービス計画作成、地域支援サービスの紹介、施設サービスの紹

介等

0訪問介護事業所

[入所者の処遇]

①ホームヘルパーが、ご利用者様がご自宅でその有する能力に応じ、自立した生活が営めるよう

に訪問して、各種その方に合ったホームヘルプサービ、スを提供する。

・身体介護サービス:ご利用者様のお身体の状態に合わせ、専門的な介護サービスを提供する。

(入浴介助・排j世介助等)

・生活相談サービス:ご利用者様の暮らしを尊重し、日常に必要なご自宅の環境に関した援助を

提供する。(食事提供、掃除・洗濯等)

[職員の資質向上]

ア社会福祉法人幸寿会の運営方針や事業計画を職員が確実に理解・認識をする。

イ各協議会が開催をしている研修への参加や、東桜の里(特養)で行う内部研修への参加をして

資質向上を目指す。

ウ職員が運営に関わる各種情報を共通認識をして、利用者の処遇向上を目指す。

[防火、防災体制]

ア消防署や防災関係の協力・指導のもと計画的な訓練を実施し、職員の防災への意識・技術向

上を目指す。

イ災害時に地元町内会とも連携がとれるように日頃から密接な協力体制を築いておく。

ウ防火・防災訓練を年2回実施する。
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区さくらいふ松原

1.基本理念

①利用者が住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう

に支援する。

②家庭的な環境と地域住民との交流の下で、それまでの暮らしを尊重し個々にあったサービスの

提供が出来る住居、事業所を目標とする。

③介護理念としては「家族の出来ることは全て提供する。利用者に対して、最高のサービスを提

供するJを理念とする。

2.実施計画

O小規模多機能型居宅介護

[入所者の処遇]

①基本サービスとしては、通所(デイサービス)を中心として短期(ショートステイ)や訪問(ホーム

ヘルプサービス)を組み合わせながら、必要な時に必要なサービスをご利用していただき、在宅

での生活が出来るようなサービスを提供する。

ア通所(デイサービス)1日利用定員15名

・食事入浴排j世介助健康チェックレクリエーションを提供する。

イ短期(ショートステイ)1日利用定員8名

-施設にて宿泊をしていただき、食事入浴排池介助等を提供する。

ウ訪問(ホームヘルプサーピ、ス)

-職員がご自宅に伺い、安否確認生活援助身体介護サービスを提供する。

※食事 .利用者の方にバランスのとれた季節感のある食事を提供する。

※健康チェック:看護師が血圧測定や健康状態の確認をする。

0認知症対応型共同生活介護

[入所者の処遇]

①認知症対応型共同生活介護とは住み慣れた地域で、自立した生活が送れるようにご利用者ご

家族の希望を考え、皆様が顔なじみになれるような家庭的で心温まる地域密着型のサーピ、ス

である。

②基本サービスとしては、入浴・排j世・食事等の介護、その他日常生活上の世話及び生活リJ、ビ、

リを行うことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活が行えるようなサービス

を提供する。

[職員の資質向上]

ア社会福祉法人幸寿会の運営方針や事業計画を職員が確実に理解・認識をする。

イ各協議会が開催をしている研修への参加や、東桜の里(特養)で、行う内部研修への参加をし

て資質向上を目指す。

ウ職員が運営に関わる各種情報を共通認識して、利用者の処遇向上を目指す。

[防火、防災体制]

ア消防署や防災関係の協力・指導のもと計画的な訓練を実施し、職員の防災への意識・技術

向上を目指す。

イ災害時に地元町内会とも連携がとれるように日頃から密接な協力体制を築いておく。

ウ防火・防災訓練を年2回実施する。
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会議の開催(別表1) 

別表1

会議名 目的 開催日 会議メンバー

各部署の抱える課題等について協議・検

リーダー会議 討・連絡調整し、総体としての運営方針 毎月 各部署代表者

の実現を図る。

環境・美化委員会
入所されてみえる方が快適に生活出来

毎月
各部署代表者

る環境整備をする。

利用者の個別の生活支援について、処
計画担当介護支援専

ケアプラン会議
遇に係る全職種で、利用者の日常処遇

毎月 門員を含むケアに聞す
の問題点を分析・検討して、解決を図

る。
る全職種

栄養ケア会議 利用者の栄養計画・評価。 毎月
管理栄養士

担当職員

感染・祷嬉対策委員会
感染症又は、食中毒の予防及び蔓延の

随時
看護士

防止。 介護職員

利用者の「人としての尊腫Jr自立」を尊
身体拘束廃止推進員を |

身体拘束廃止委員会
重し、利用者本位の介護・看護を目指し

毎月 含む身体拘束廃止委
て、身体的拘束の廃止に向けて、利用

者の人権と生活の質の向上を図る。
貝

利用者の栄養・献立・晴好について協議
栄養士を含む食事委員

給食委員会 調整を図り、よりよい食事の提供に努め 毎月
委託業者

る。

日常的に発生する処遇上の問題につい
主任・生活指導員・ケア

ケアカンファレンス
て関係職員によって迅速に解決する。

毎月 マネ・看護師・機能訓練

指導員

利用者の安全と安心の確保のため、発 施設長

事故対策委員会 生した事故を検討し、事故の再発を防止 毎月 担当職員を含む事故対

するための対策を検討する。 策委員

入浴・排池委員会
入浴・排池介助について協議・検討・調

随時
施設長・生活相談員・

整し、より適切な対応を検討する。 ケアマネ・看護師

苦情解決責任者・苦情

苦情解決委員会 苦情を円滑かつ適正に解決する。 必要時 受付担当と含む苦情解

決委員

サービス向上委員会
快適で気持ちよく過ごして頂けるように、

毎月 各部署職員
サービスの向上を検討します。

一一
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防火・防災訓練の開催(別表2)

別表2

月 消防訓練項目 その他

4 

5 

6 
補助散水栓の取扱と放水実地訓練 消防用設備等の法定点検

自動火災報知機の取扱(復旧訓練) (外観・機能)

7 

8 

9 *通報・消化・避難訓練(夜間想定) 特養、ケア全体訓練

10 

11 

12 自動火災報知機の取扱(復旧訓練)
消防用設備等の法定点検

(総合)

2 

3 *通報・消化訓練・避難訓練・夜間想定) 特養、ケア全体訓練

(注) *は、利用者が参加する訓練項目である。

① 消防訓練 ・・・・・・・・・・・・年2回の放水等訓練で、は設備保守委託業者に参加を要請し、被災時

の職員との連携を強化するとともに、設備等取扱の習熟に努める。ま

た、利用者参加型訓練の際は、消防署立会いのもと訓練を行い、利

用者に安心してご利用いただけるよう努める。さらに適時消防署の指

導を仰ぎ、防災意識の啓発に努める。

②備蓄食料・衣類等 ・・・・・・ 3日間のライフライン断絶に絶えうる備蓄を備える。

③ 自主点検・・・・・・・・・ ・・・・・ 毎月消防設備の点検を、施設職員が実施する。
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年間行事食献立(別表3)
※施設共通

月 行事名

4 開設記念

子供の日
5 

母の日

6 父の日

7 
七夕

土用の丑

9 
敬老の日

秋祭り

12 
冬至

クリスマス 大晦日

正月

1 七草粥

鏡開き

2 
h艮hPノl、J、

バレンタインデー

3 ひなまつり

別表3

特定食(毎月)

。誕生日会食

o季節の行事食を大切にしていくとともに、選択食の

提供を増やしてし、く。
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入所者のデイリープログラム・介護プログラム(別表的

別表4

時刻 入所者のデイリープログラム 介護プログラム

6:30 
起床・洗面・着替え 起床の放送

着替え・離床・洗面・排池介助

7:00 食堂誘導朝食準備・配膳・予薬準備

7:30 朝食、口腔洗浄 朝食介助 A勤務者出勤(7:30-16:30)

7:45 夜勤勤務者(勤務明け)

8: 15 
集膳、食堂清掃おしぼり・食事用エプロン洗濯・口腔洗浄

排池介助、おむつ交換、入浴準備

B勤務者出勤(8・30-17・30)
8:30 

全体ミーテイング

9:00 フロアーミーティング

入浴、機能回復訓練、クラブ 夜間勤務者(勤務明け)

9:30 活動、散歩など 入浴介助、機能回復訓練、クラブ活動、散歩

ベッドメーキング、シーツ交換、洗濯物たたみ

10:00 お茶 水分補給

10:30 おむつ交換・排池介助

11 :00 ラジオ体操

11 : 30 昼食準備・離床介助

12:00 昼食、口腔洗浄 昼食介助 C勤務者出勤(12 : 00 -21 : 00) 

12:30 集暗、食堂清掃、おしぼり・食事用エプロン洗濯、口腔洗浄

13 :00 おむつ交換・排池介助

14:00 
入浴、機能回復訓練・クラブ 入浴介助、機能回復訓練、クラブ活動、行事活動

活動・行事活動など ベッドメーキング、シーツ交換、洗濯物たたみ

15:00 おやつ おやつ介助・水分補給

16:00 おむつ交換・排池介助

16:30 フロアーミーテイング A勤務者(勤務明け) 「
16:45 離床介助・夕食準備

17 :30 B勤務者(勤務明け)

18:00 夕食、口腔洗浄 配膳・夕食介助

18:30 集膳、食堂清掃、おしぼり・食事用エプロン洗濯、口腔洗浄

18:45 おむつ交換・排池介助・着替え

20:45 夜勤勤務者出勤(20:25-7:45)

21 :00 C勤務者(勤務明け)

20:30 お茶、就業準備 水分補給・与薬・検温・就寝介助

22:00 消灯 居室巡回

~ 随時おむつ交換・トイレ誘導・排池介助・コール対応

23:30 おむつ交換・排池介助・居室巡回

翌朝 3:00 居室巡回

5:00 おむつ交換・排池介助・検温・居室巡回
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入所者のウイークリープログラム(別表5)
別表5

午 前 午 後

月 日の出湯(一般湯・リフト湯)・グループ訓練 日の出湯(一般浴・リフト浴)

火 あけぼの湯(機械浴) あけぼの湯(機械浴)

7J< 書道クラブ(月2回)・グループ訓練(PT) 買物外出

木
日の出湯(一般湯・リフト浴)・絵葉書サークル 日の出湯(一般浴・リフト浴)

(第1木)

金 あけぼの湯(機械浴)・グループ訓練(PT) あけぼの湯(機械浴)

土 あけぼの湯(機械浴) ホーム喫茶(第4土)

日 音楽クラブ(月2回)

医務・看護プログラム(別表6)
別表6

時刻 看 護 業 手話 状 況

8:30 B勤務者出勤 (8 ・ 30~17 ・ 15)

全体ミーテイング

8:45 入浴チェック、排?世チェック

9:00 居室巡回(夜勤者報告について確認)、排便チェック

一般状態観察(入浴前の処置)、症状への対応(発熱、下痢、便秘、嬉痛等)

看護処置(点眼、祷霜倉部のガーゼ交換、湿布貼用、涜腸他)

受診調整と準備、付き添い、外出、外泊前のチェックと準備

ショートステイ利用者の対応

10: 15 C勤務者出勤 (10 目 15~19:00) 

定時薬作り、医療機材洗浄・消毒・滅菌

11 :00 C勤への申し送り

11 : 15 排便チェック

11: 45 食前与薬、食後与薬準備

12・00 配膳、昼食介助(摂取状態の観察)、与薬介助

12: 30 回診前チェック、回診準備、入浴者の再チェック

13:00 嘱託医回診の介助

14:00 入浴時の観察介助、入浴後の処置

症状への対応、看護処置(点眼、祷嬉倉部のガーゼ交換、湿布、貼薬交換)

回診記録整理、器材チェック、消毒、薬品補充、看護日誌記録、看護記録

翌日分の内服薬準備、定時・臨時処方等準備・整理

下剤調整、食前与薬、食後与薬準備、ショートステイ利用者への対応

16:30 夜勤者申し送り

17: 15 B勤務者(勤務明け)、医務室清掃

17: 30 要観察チェック

夕食介助(摂取状況の観察)、与薬介助

19:00 C勤務者(夜勤明け)
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ケアハウス東桜の里年間行事(別表7)

別表7

月 行事名 月 行事名

4 花見 10 運動会 秋の遠足

5 節句会 春の遠足 11 寿司パーティー

6 そぱうち実演 12 そぱうち実演 クリスマス会

7 七夕会 収穫祭 1 初詣 新年会 鏡聞き

8 夏祭り 2 ，即.，..ノ刀~~ 寿司パーティー

9 お月見会 3 ひな祭り会
」

サービス付き高齢者向け住宅・グループホーム年間行事(別表8)

別表8

月 行事名 月 行事名

4 花見 10 消防訓練

5 節句会 11 敬老会

6 消防訓練 12 クリスマス会

7 七夕会 1 初詣 新年会 鏡開き

8 夏祭り(盆おどり) 2 節分ム:z;;; 

9 お月見会 3 ひな祭り会
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