
平成 30 年度スローガン   

～高齢者が尊厳をもって質の高い生活を送れますように～ 

Ⅰ．運営方針 

当法人は、高齢者の福祉・健康増進また心身の健康法の研究のために、昭和

23 年に日本で最初の有料老人ホーム｢日本総合老人ホーム｣を設立しましたが、 

本年で 70 周年の節目を迎えることができました。 

これも一重にご利用者様また関係の皆様方の暖かいご理解とご支援の賜物

と深く感謝申し上げます。 

 一方、日本の 20 年後の介護状況を推計しますと、85 歳以上の高齢者は現在

の 580 万人の約 2 倍となり総人口の 10％を超えることとなりますが、逆にお

一人の高齢者を支援することのできる人口は現在の 40％にまで低下してしま

い、高齢者の介護のあり方や支援方法の抜本的改革が求められて参ります。 

 

 そこで当法人は、これを契機に運営体制を一新すると共に、原点に立ち返っ

てコーポレートガバナンス改革を基に、高齢者の健康の増進と生きがい作りに

特化して、より多くの方々に公平により多くの利益の増進を図り地域社会の健

全な発展に寄与するように努めて参る所存です。 

 

基本的な取組としては、 

１． 運営体制とガバナンス改革 

施設長を始めとした施設運営体制を一新して、人材の確保と育成のた

めに｢やりがいのある職場｣を構築すると共に、介護保険制度並びに特

定施設介護基準や法令を適切かつ迅速に遵守するために諸規定を整備

し、運営におけるガバナンス及び内部統制を推進する。 

２． 高齢者の健康の増進と生き甲斐作り 

｢最期まで口から食べる楽しみを支える｣を目的とする研究助成事業や

高齢者への生活介護サービスの向上を目指した｢認知症予防｣・｢QOL

向上のレクアク｣・｢ADL 低下予防の機能訓練｣や｢美味しいソフト食｣

の調査研究を継続実施し、その成果を対外的に公表し、介護の現場で

実践する。 

３． 地域社会の発展に寄与 

周辺地域の皆さんに楽しいふれあいの時間を提供して｢腰痛・認知症予

防体操｣や｢フラワーアレンジメント｣を通して健康と生き甲斐が増進

され、また周辺の学生さんを受け入れて介護の現場を体験して頂く。 

４． 環境の整備 

施設の住環境と職場環境について、新翠光園は継続的に設備・機器の

定期的な点検整備を行い、六甲台翠光園を含めて安全・衛生・機能な

らびに癒しの観点から環境の改善に努めて参ります。 

  

Ⅱ． 事業別運営計画 

１．法令遵守と加算体制の強化 

（１）法令遵守とは、「法令（法律と命令）」に沿って、良質なサービ

スを提供すること」ですので、諸規定を整備し、運営におけるガバナ

ンス及び内部統制を推進する。 

２）30年 4月の法改正により創設される予定の新規加算要件も含めて、 

30年度も引き続き【加算】算定要件に適合するように体制を整えます。 

① 退院・退所時連携加算（新設） 

② 入居継続支援加算（新設） 

③ 生活機能向上連携加算（新設） 

④ 若年性認知症入居者受入加算（新設） 

⑤ 口腔衛生管理体制加算（新設） 

⑥ 栄養スクリーニング加算（新設） 

⑦ 身体的拘束等の適正化（新設） 

⑧ 個別機能訓練加算    

⑨ 夜間看護体制加算   

⑩ 医療機関連携加算   

⑪ サービス提供体制強化加算  

⑫ 看取り介護加算 

⑬ 介護職員処遇改善加算    

⑭ 認知症専門ケア加算 

２．各施設の運営 

《特定施設入居者生活介護施設》 

【六甲台翠光園】  

（１） 入居定員   ５０名   

   １F  １２名  ２F １７名  ３F  ２０名 

   現入居者 ４９名 （29年度入居率 97％） 

（２） 職員配置状況  基準配置   ２５名（３：１）に対し ２：１ 

職員 ２５．３名（看護師・介護職）   

（３）平均要介護・年齢状況    

全体  要介護 2.45   88.7歳 

  １F   要介護 2.53   91.3歳 

２F   要介護 2.24   86.7歳  

３F   要介護 2.60   88.9歳 

 （４）施設環境の整備 

① 築８年経過に伴う環境美化 

 

【新翠光園】 

（１） 入居定員 ３０名 30年度に定員を 29名に変更の予定 

現入居者 ２９名  （29年度入居率 97％） 

（２）職員配置状況  基準配置   10 名（3：１）に対し 2：1  

    職員 １５．０ 名（看護師・介護職）  

（３）平均要介護・年齢状況    

全体  要介護  3.24    87.1歳 

  １F   要介護  3.82   87.6歳   

２F    要介護  2.42   86.3歳 

（４）施設環境の整備 

① 居室の改修工事（208号室） 

② 施設内環境整備（廊下、居室扉等）    

③ 居室の整備（トイレ見直し、エアコンの取り換え） 

④ 前庭の整備（通路の整備）           

 

≪住宅型有料老人ホーム》 

【翠光ドール】 

（１） 入居定員   10名 

入居者     5名   

（２）職員配置 生活支援員 1名 

（３）平均要介護 1  平均年齢  86.4歳 

（４）施設環境の整備 

① 老朽化によるナースコールの取り替え 

 

３．人材の育成と確保 

（１）介護福祉士、介護支援専門員の受験資格者の研修を実施する。 

 

（２）職員の施設内研修 

 ＊法人経営理念・方針の研修 1回/6ヶ月 内部研修 全職員 

 ＊中堅職員による研修      １回/月  内部研修 介護職 

 ＊認知症の理解を深める        １回/3ヶ月 （内・外）全職員 

 ＊看取り研修             １回/3ヵ月 内部研修 全職員 

 ＊職業倫理と虐待・不適切ｹｱ防止の研修 １回/３ヵ月  内部研修 全職員 

 ＊感染症予防の研修          １回/３ヵ月 内部研修 全職員 

 ＊新人・現任研修（26項目）   1回/年   2ヶ月間  全職員 

 ＊喀痰吸引等研修           1回/年    外部研修 介護職 

 ＊認知症介護実践研修     1回/年   外部研修 介護職 

 ＊認知症介護実践ﾘｰﾀﾞｰ研修 1回/年   外部研修 介護職 

 ＊職員の腰痛体操・ﾘﾊﾋﾞﾘ        1回/月    内部研修 全職員 

 

（３）人材の確保 

① 定期的な広告（ﾊﾛｰﾜｰｸ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等）の掲載 

② 外国人の介護実習生の検討 

③ 介護福祉士・介護支援専門員の資格取得への支援 

④ 永年勤続者への報償 

平均在籍年数    

事務・相談員：平均 8.4年  看護師：4.6年  CW：5.2年 

ｸﾘｰﾝｽﾀｯﾌ：5.0年  厨房：8.3年 

 

Ⅲ． 対人援助サービスにおける徹底事項 

１．認知症の方の「安心」・「安全」を支える。 

（１） 前年度に引き続きユマニチュード手法を認知症ケアに取り入れていく 

4つの基本柱→「見る」「話しかける」「触れる」「立つ」 



 

 

ユマニチュード「人とは何か」「ケアをする人とは何か」を問う哲学。 

１５０を超える実践技術から成り立っている。認知症の方や高齢者のみならず、

ケアを必要とするすべての人に使える大変汎用性の高いものである。 

「生きている者は動く。動くものは生きる」 

「人間は死ぬまで立って生きる事が出来る」 

最期の日まで尊厳を持って暮らし、その生涯を通じて「人間らしい」存在であ

り続ける事を支えるためにケアを行う人が「あなたの事を、大切に思っていま

す」というメッセージを常に発信する。 

① ケアをする人と受ける人 

② その人に適したケアのレベルの設定 

③ 害を与えないケア 

④ 人間の「第 2の誕生」 

（２） 専門的な認知症ケアを普及する観点から、認知症介護について一定の

経験を有し、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門

研修に積極的に参加して、介護サービス向上へと取り組みます。  

２．介護専門職のリハビリテーション「力」 

① リハビリテーションは、その人が本来の姿を取り戻すために、人が人で

あるために、その人がその人らしさを保つために必要不可欠です。その

ためには、多職種連携によるトータルサポートが重要で、個々のご利用

者様に何が必要かを見極めながら、その方が持つ生きる力を引き出すサ

ポートをします。 

② 他職種連携のもと、生活環境の見直しや転倒予防体操を含む運動の習慣

化を推進し、転倒予防におけるリスク管理を行っていきます。 

③ 口腔機能訓練を継続していくことで、食に対する意欲のみならず、生活

に対する意欲を引き出し、楽しく心穏やかな生活が送れるようサポート

していきます。 

④ 歩くこと、高次の精神活動を営むことは、人の唯一の特権であるといえ

ます。人が人として最期の最期まで歩くことが出来るよう、運動の機会

を増やし、生活上での活動量が低下しないようアプローチしていきます。 

３．高齢者の健康管理と看取り看護・介護 

   看取り看護・介護とは 

  ご利用者の望む方向・意思を最大限に尊重し、家族とのコミュニケーショ

ンをしっかりと行い、ご本人の今まで歩んでこられた道を少しでも理解す

ると共に家族等の意向も尊重します。住み慣れたご自宅ではなく施設で最

期を迎えるにあたり、施設をご自宅と思っていただけるような専門的ケ

ア・環境を提供します。 

  日々の健康管理 

 高齢化が進むにつれて医療ケアが必要なご利用者の割合が高くなってき

ています。介護現場における医療的ケアや医学的知識に関する研修・教育

体制の整備、介護職と医療・看護職等との多職種連携のあり方など、これ

からますます高まる医療ニーズへの対応を行います。早期発見・早期治療 

 

 

を行うために身体の変化にすぐに気づき、治療に繋げていく体制を作ります。 

４．「食べたい！」と感じていただく 

＊食事は、栄養を補給し生命を維持するためだけのものではありません。 

 日々の楽しみであり、QOL（生活の質）を向上させることができる要素の

一つでもあります。食事を QOL向上につなげるために、ソフト食の見た目

も美味しく、継続して提供できるように取り組みます。 

＊年間行事にバイキング料理・ミニ喫茶・料理クラブを取り入れ、施設職員

と一緒に楽しんでいただく。 

＊①厨房内の衛生管理 ②献立・代替え食・個別メニュー ③盛り付け・器

の選定 ④食事サービスの提供時間 ⑤食堂の環境整備 ⑥調理スタッ

フの質 の見直しを行います。 

 ＊何らかの障害により咀嚼や嚥下が困難になった高齢者へ主治医、歯科医師、

歯科衛生士、看護師、栄養士、介護職等が協同で経口摂取を支援すること

に取り組みます。 

 ＊美味しい食事、安全な食事の提供を続けるため、外部企業への調理の委託

をしないで、職員が食材を吟味して自らの手で食事を作ります。 

５．高齢者虐待防止・身体拘束廃止への取り組み 

   高齢者虐待防止への取り組み 

①  高齢者虐待防止を優先課題とし組織的に取り組む 

②  虐待・不適切ケアの研修を年 4回実施 

③  外部研修への参加と研修報告の徹底 

④  認知症ケア・ユマニチュードの知識、技術を習得する 

⑤  法人の理念を理解し、正しい障害理解と対応する技術を身に着ける 

⑥  風通しのよい組織風土作りを心掛ける 

  身体拘束廃止への取り組み     

① 人権・尊厳についての研修を行い身体拘束ゼロを徹底する 

② 緊急やむを得ない場合の対応について 

・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。 

・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、 介護職員その

他従業者に周知徹底を図る。 

・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施する  

６．感染症予防 

  （１）感染症を拡げない≪インフルエンザなどから高齢者を守る≫ 

   ＊感染対策の基本（感染対策の３原則） 

① 病原体（感染源）の排除 

② 感染経路の遮断（持ち込まない。持ち出さない。拡げない。） 

③ 健康・免疫の管理 

   

 

 ＊インフルエンザ感染対策 

① ご利用者・職員の予防接種 

② 施設出入り口での遮断（面会時のうがい・手洗い） 

③ 面会の制限 

④ 感染・又は疑いのある職員の出勤停止 

⑤ 発生時の対応→個室対応、スタンダード・プリコーション 

 （２）ノロウイルス等の予防 

① 施設内環境は清潔に保つ、特にトイレ、汚染処理室等 

② 清掃→清掃頻度:原則一日１回以上上湿清掃、乾燥させる。床

は湿式清掃、消毒液剤使用(次亜塩素酸ナトリウム) 

Ⅳ．施設環境整備事項 

１．非常災害対策計画の策定状況及び避難訓練実施状況 

①非常災害対策計画の継続的見直し 

②水害・土砂災害を含む地域の実状に応じた災害に係る避難訓練を実施 

③防火器具・防火装置・非常用照明の点検、整備 

④消防機関へ通報する火災報知設備を自動火災報知設備の感知器と連動させ

るための機器の改修 

⑤非常用・飲料水救急対応物資の常備・点検 

２．情報公開・公表制度 

① ホームページに施設の情報を掲示し、適宜情報を更新します。 

② 家族懇談会を年 2回実施していき、事業計画、前年度の事業報告を行い

ます。ご利用者・職員の思い出アルバム(映像)を作り、ご家族にも施設

の様子が手に取るように分かるようにします。 

③ 定期広報誌年 4回「新翠光園・六甲台翠光園だより」の発刊の継続。 

３．地域社会の一員として、地域の方と交流を図ります 

① 地域交流会を開催し、地域社会との連携・交流を通して、高齢者の生活

にかかる支援や勉強会。 

② 高齢者の日常生活において、健康管理、介護保険制度等についての相談、

助言を行う。 

③ 高齢者の健康の増進や生きがい作り等の福祉サービスの向上のため、調

査・研究を行い、広く地域に公表します。 

④ 歌体操、カットなど、ご利用者様の生活の質の向上に向けて、地域のボ

ランティアの受け入れを積極的に行います。 

 

 

 

 

 

 

 


