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令和元年度「公益社団法人きしろ翆光会」「有料老人ホーム六甲台翠光園」  

事業報告（案） 

１．法人理念 

１、私たちの使命は、人生の先輩であるご利用者に敬愛の念をもって接し、その方らしい主体的な生き方を

応援することです。 

２、少人数ならではの細かい気配りと行き届いたケアを行い、ゆったりとした心豊かな時間を提供します。 

３、地域社会の一員として信頼され、愛されるホームを目指し、地元の皆様と連携を深くして、地域福祉推

進の拠点となります。 

４、職員が、誇りとやりがいをもって楽しく働けるホームを築き、その発展を通して、職員とその家族の皆

さんの幸福を守ります。 

２．令和元年度スローガン（施設理念） 

法人設立７２年 長き道程に感謝し、創設者の意志を受け継ぎ平和な施設を未来に 

①ユマニチュードの実践・その人らしい生活を支え抜く 

②生活支援の場でのターミナルケアの実践（重視するのは食事・入浴・排泄） 

③聴き力をつける（聴き力で職員の一人ひとりのパフォーマンスを上げる） 

④ガバナンス強化（情報を共有し、対話を通して意思決定） 法令遵守 

⑤安全管理チームの結成（ミス・事故予防） 

３．総括 

◆令和元年度の総括 

５月１日、現在の上皇陛下の退位の意思を受け、今上陛下が新天皇として即位され、日本は令和という時

代になりました。 

令和元年度は、介護保険制度が創設されてから２０年が経ち、サービス利用者は約 3倍になっています。 

これからの高齢者問題では、少子高齢化で問題になる「２０２５年」問題です。団塊の世代が 75歳以上にな

る年です。医療・介護の社会保障費が急増し、そのために政府は対策を進め、消費税税率の１０％引き上げ

もその一つです。2040年には団塊ジュニア世代が高齢者となり、65歳以上が約 400万人に達すると推定され

ています。 

2025年以降は高齢者の人口数の増加は落着き、変わって中心的な課題は現役世代（15歳～65歳。生産年齢

人口）の急減に移ります。日本の高度成長期を支えた団塊世代と、2040年問題の主人公である団塊ジュニア

の世代では年金受給額も低く、貯蓄額も低い傾向があります。貧しい高齢者の比率が増え社会保障費の増大

が加わります。対策としては健康寿命を延ばし、65歳以を超えても長く働いてもらい、社会保障を受ける側

ではなく負担する側の割合を増やそうという施策です。しかし、現状は高齢化に伴い介護サービスを提供し

ている事業所も増え、介護関係職の有効求人倍率は、平成 30 年度で 3.95 倍を記録しており、今後も介護人

材不足は深刻化していくとみられています。 

 

「老いて・病んで・ただ死んでいく人の価値はその人が出会った人で決まります」 

この言葉を座右の銘にし、最良のサービスをするには、人であり、人材育成により一層取り組み、長く働け

る職場環境を整備するよう努めました。 
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令和２年に入り、新型コロナウイルス感染症の流行が始まり世界的な大流行となりました。高齢者や基礎

疾患を持つ方は特に重症化すると言われています。３/１９の新型コロナウィルス専門家会議においても、今

後、オーバーシュートすることを懸念し、3つの条件（①換気の悪い密閉空間 ②近距離での会話、発声③多

くの人が密集する場）が同時に重なる場を避ける努力を続け、一人ひとりの行動変容が求められました。 

地域の医療機関との連携をより強化し、早期発見・早期対応に努め、オーバーシュートによる医療崩壊に

陥ることを阻止し、より予防対策に力を入れ感染拡大に備え必要な情報を共有し、刻々と変化する状況に応

じ、国から示された基本方針と感染対策マニュアル等を通じて、利用者や職員の健康管理、感染防止対策に

現在でも取り組んでおります。 

 

令和元年度で、最も大きな出来事は、昭和 57年に開設した「有料老人ホーム新翠光園」が施設設備の老朽

化と、事業の安定的な運営が困難になってきたため、行政と相談し、ご利用者・ご家族に説明、ご理解いた

だき、苦渋の選択でしたが、令和元年 7月をもって事業廃止とさせていただきました。 

ご利用者に不利益が蒙ることが無いように細心の注意を払い、4月時点で新翠光園の 13名の入居者様は、 

「六甲台翠光園」と、社会福祉法人六甲鶴寿園の協力を得て、「ケアハウスきしろ長寿の里」・「特別養護老人

ホームきしろ荘」に移転して頂きました。その後は、六甲台翠光園に空室が出来次第移って頂きました。 

 

介護保険上必要な書類に不備があり、神戸市から指導もあり改善に努めました。運営会議において、各書

類の期限の確認を行っており、法令遵守において再発防止に努めて参ります。 

 

建て替えから、10年が経過した「六甲台翠光園」は事業計画に基づき、法人理念を目標に、ご利用者の生

活の質・命の質の向上のため、全職員体制で事業の運営に取り組みました。 

令和元年度運営状況は、平均介護度 ２．７０  稼働率９０．２％でした。 

ご利用者の状況は、高齢化・重度化が進み、施設での看取りをさせて頂いた方が５名、病院でお亡くなり

になられた方が１名。他施設移行（病院・特養・有料老人ホーム）された方が４名、在宅復帰された方が 1

名、合計１１名のご利用者が退所されました。新入居のご利用者は、１０名おられましたが、すべて新翠光

園からの入居の方でした。稼働率に関して、ケアハウスで待機の方もおり 7 月までは満床が続いておりまし

たが、新規の入居の問い合わせが無く入居率が低下していきました。新規の入居者の確保のために、紹介業

者を利用するなどの対策を講じ、早急に満床に近づけなければなりません。 

 

事故は転倒が、22件あり、骨折・入院手術された方が 7名でした。早期の手術・リハビリ開始で入院前の

ＡＤＬを維持する事が出来ましたが、今後は事故予防に努めなければなりません。前年度に比べ 2 件減少し

ましたが、ご利用者のレベルや心の動きの把握、日々の中での職員間の連携、履物が適切か、居室環境の見

直し…等を普段から把握し、未然に対策しておくことが重要です。ヒヤリハットを毎日集め、リスクマネジ

メント委員会で集約し対策を講じております。各役職者で事例を共有し、リスクマネジメントの意識を高め

ていきます。 

一日でも元気で長生きして頂くようフレイルの予防に取り組みながらも、高齢・虚弱化が進み、病状の悪

化に伴い肺炎や多臓器不全の症状で入退院を繰り返す方々、癌の末期の方々のケアなど、医療面でのケアが

多くなり、ほとんど病院と変わらない状況でした。介護スタッフも、医療知識を深め、看取りの要点を学び、
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穏やかな死の現実に向けて、医師との協働で本人・ご家族の思いに寄り添いました。5名の方のお看取りをさ

せて頂きました。 

職員の育成については、職員会議にて月間目標の共有・各フロアーのリーダーは法人・施設の方向性の橋

渡し役を担い、倫理観が高く、ご利用者を第一に考える優しい職員の育成に努めました。 

職員の増減について、採用は介護職常勤 2 名、非常勤 1 名、退職は看護職常勤 1 名、介護職常勤 1 名とな

りました。退職理由については家庭の事情によるものでした。 

12月にはノロウイルス感染の集団感染が起こりました。ご利用者６名（疑い含む）に起こりました。保健

所に報告を行いながら、多職種連携で感染症の拡大防止に取り組み 12月中には収束しました。日々の感染症

対策の徹底がいかに重要であるか、改めて思い知らされる出来事であり、今後はさらに徹底してまいります。 

年が明けてからは、新型コロナウイルスによる感染症が世界規模で発生し、慢性疾患のある高齢者が罹患

した場合は重度の肺炎になり死亡する可能性が高く、法人を上げた感染症対策に取り組みました。 

３．実践項目(事業推進ポイント) 

１、定員・平均介護度（2.70）・平均年齢（90.1歳） 最高年齢歳(105歳) 

定員（50名） １階（12名） 2階（18名） 3階（20名） 

平均要介護度 3.00 2.71 2.47 

平均年齢 89.7 90.4 90.1 

２、加算体制 

 入所時に各種加算の算定により、単価維持・上昇に努めました。 

・個別機能訓練加算 ・夜間看護体制加算 ・サービス提供加算Ⅰイ ・医療機関連携加算 

・看取り加算 ・処遇改善加算 ・特定処遇改善加算 ・口腔機能向上加算 

３、職員配置 

 施設長 

管理者 
事務員 相談員 ケアマネ 栄養士 看護師 介護職員 機能訓練

指導員 
調理員 

Ｒ.１ 1 4 1 1 2 5 28 1 6 

 ＊職員配置 1：1.91 

４．重点項目（職員目標） 

1、法令遵守・人材育成 

①介護現場における倫理教育を行いました（かけがえのない人生の終晩期をケアする介護職にとって拠り所） 

③新人・現任研修を行いました。（２月・３月・２３項目） 

⑤２０００（平成１２）身体拘束ゼロ作戦を知らない世代がある。個別ケアの原点。多忙・人員不足・を口

実に漫然と行動制限、抑制、身体拘束をすることに抵抗感がなくなってきていた。 

⇒身体拘束未実施減算条件強化⇒利用者本位の個別ケアの実践に立ち返る！ 

・２０１８年度の改定により、「身体拘束廃止未実施減算」が見直され、定期的な研修が義務付けられました。

【従来】５単位減算→【現行】１０％/日減算  ＊入居者全員が減算対象となります。 

⑦危機管理チームにより他事業所の情報を共有し、事故の検討・再発防止・業務改善に繋げました。 

⑨ふれあいケア・おはよう２１・介護人材・書籍から学びました。 

⑩人材は財産。法人内での研修・管理職の研修。個人が成長することで法人が成長する。 

「人」を大切に育てました・ 
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⑪観察眼を高めるため世間の情報に関心を持ち、正しい人間性を磨きました。 

 

２、対人援助サービス 

「老いて病んで、ただ死んでいく人達の価値は、何によって決まると思いますか？」 

それはそのお年寄りが「出会った人」で決まります。つまり、ご利用者がどんな最期を迎えるかは、そのご

利用者が誰に出会ったかで決まるのです。この言葉を合言葉に「あなたに出会えてよかった!」と言って頂け

る人になるよう関わる職員の介護観・倫理観の育成に努め、ご利用者を一人の大切な人として最期まで見届

けることができるように、看取りを行いました。 

①介護現場における倫理教育 

＊介護は心身機能が低下した利用者の「3つの生」（生命・生活・人生）を預かることになります。 

①高齢者福祉施設の職員としての自覚を持つため、全職員を対象とした職業倫理観研修を行いました。 

「介護現場における倫理教育の具体策」のテーマで、介護現場における倫理的問題や施設職員がなぜ倫理

を必要とするのか、各職種の倫理綱領から、３つの生を支える（生命・生活・人生）を大切にしました。 

②３大介護の状態像をより詳しく把握するためアセスメント様式を改善し、病状の早期発見に繋げる血液

検査データーを解析し、カンファレンスの強化に努めました。 

③看護職が求める介護職の報告について習得しました。 

④生活支援記録方法を導入しました。 

⑤居室環境の整備から事故予防に努めました。 

⑥尊厳のあるケアの提供（３大介護） 

「尊厳とは、人がそもそも持っている「自分の幸せを追い求め続ける力・魂」 

 

②認知症ケアについて 

＊ユマニチュードの実践 

その人らしい生活を支え抜く（当たり前の生活、その人らしさ） 

「介護者とは、健康の不安または現実の問題を抱える人を介護し健康を回復・維持しその人たちに、死の瞬

間まで付き添うことを目的とする職業人のことである。職業人であるからには、いかなる場合にも、その人

たちの健康を害してはならない」との考えのもと実践してきました。 

 認知症の進行に伴い、心の平穏を保つことが困難な状況が多くみられるご利用者がおられます。 

否定せず、時間をかけて傾聴しました。また、BPSDが発生する前の行動を改めました。 

＊苦手意識を持たない⇒認知症の方の豊かな感情に反映し、介護への抵抗に遭う。 

 

＊BPSDを予防するケア 

不同意のメッセージについて理解しました。 

①服従 ②謝罪 ③転嫁 ④遮断 ⑤憤懣 ５つのメッセージがある。 

「認知症があっても、その人の言動には理由がある」この考え方に基づき行動・心理症状は、「問題行動」

ではなく、とても大切なメッセージと捉えます。行動・心理症状は、言葉にできない認知症の人が思いや願

い、ニーズなどを周囲に伝えようとして発する「大切なメッセージ」であり「意味のあるコミュニケーショ

ン」である。認知症の方が何を伝えようとしているのかを「読み解く力量」が求められています。 
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そのために、行動・心理症状への対応として、現状の課題と改善に向け３つのポイントに取り組みました。 

①行動・心理症状の背景にあるニーズや願いは十人十色  

②スタッフ間で対応を統一する。 

③行ったこことの効果の検証をする。 

・行動・心理症状は認知症の方が発している「今の自分が置かれている環境をどうにかしてほしいというメ

ッセージ」であり、そのメッセージをスタッフがどう受け止めるかが重要である。 

・言葉や行動の裏に隠されたその人の本当の思いを探る努力を行う。 

・ご利用者が穏やかな人生を送ることができるよう、多職種連携・相談を続けていくことが重要です。 

BPSDの背景・理由を探る 10 の視点を大事にしました。 

① 聴覚からの情報 

聴覚の情報を集め、統一した声のかけ方を行う。 

② 視覚からの情報 

色の見え方が認識に影響することを知る。一人ひとりの視覚の状況に合わせて環境を整える。 

③ 快適な温度・湿度の調整 

人により温度・湿度の感じ方が違うことを理解する。 

④ 安心感をもってもらえるかかわり方 

安心感を意識して接する。言葉かけ以外の方法を併用する。 

⑤ できることに着目し、できないところをフォローする 

行動制限をすることは行動・心理症状を悪化させる。行動制限よりもケアの工夫を考える。 

⑥ 価値観多経験値に配慮してかかわる。 

価値観や経験値などを知ることで個々の接し方・行動・心理症状の背景や意味が見てくる。 

価値観、経験値などを知ることでこれまでの生活習慣を知る。 

なじみの生活習慣などの情報を得て、継続できる工夫を考える。 

⑦ 体調・食事・水分の状況を知る。 

体調の変化に早く気付く。体調の変化が行動・心理症状に影響していないか考える。 

⑧ 薬の影響を考慮する。 

処方薬の見直し。主治医に服薬による様子の変化を伝える。 

⑨ 痛みを感じていないか。 

認知症の状態にある方の 52％が何らかの身体的な痛みを感じている研究報告より、「何らかの痛みはない

だろうか？」と考えることを大切しています。 

そのため、痛みのサインを観察しています。 

③危ないケアの総点検を行いました。 

介護が必要になった利用者に対して、適切な介護行えば、利用者はもっている力を発揮でき、現在の生活を

継続することにつながります。しかし、その人の状態や抱えている疾患の特性を把握していないまま無理な

介助を行うと、かえって状態が悪化してしまいかねません。 

誤用・過用症候群について正しく理解し、ケアにおいて押さえるべきポイントを理解しました。 

 

④ご利用者とのコミュニケーションのスキルアップに努めました。 
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住み慣れない・親しみを感じられない環境で、「孤立感」や「閉塞感」を抱きながらの生活をされ、ご家族の

不安・心配も想像以上であります。「～してほしい」「話を聞いてほしい」等自分から発信して下さることは

滅多にありません。だからこそこちらから働きかける必要があります。 

・傾聴の根本的な意味は、ご利用者の「自己肯定」感であり、傾聴力を高めるように努めました 

（ﾕﾏﾆﾁｭｰﾄﾞの実践）（寄り添う力） 

・ご利用者・ご家族の話にしっかり耳を傾けました。 

・会話のキャッチボール 

「良い笑顔ですね。素敵ですよ」「○○さんとお話ししていると楽しいです」 

ご利用者の重いい口を開いて頂く。共感する。「そうですね。それで？」 

・ご利用者は驚くほどよく職員を観察しています。そして相手を選んで話しかけられます。忙しくしている

と、遠慮がちになられます。 

・相手の心地良くする表情ト声掛け 

「おはようございます！」大きすぎないか。「柔らかく通る声」「利用者のはるか頭上で喋っていないか」 

「ご利用者の顔を見ながら話しているか」 

⑤施設の理念・方針を全職員が周知徹底 

・職員会議事前資料を活用し、毎月方針に基づいた月間目標の設定・職員会議で年間の目標・月間目標につ

いて取り組み状況の確認を継続し、課題を明確にすることで、サービスの質の向上に繋げました。 

 

３、医療サービス 

＊毎日「命」を見つめる。「人に尽くす」「気付きがとても重要」 

＊高齢者は多病  老化に伴う機能低下⇒多疾患 

・複数の慢性疾患を持っている。高血圧・糖尿病・腰痛・骨粗鬆症・便秘・不眠・認知症 

・継続的な医学管理が必要である。 

・フレイルの高齢者は入院によって心身の機能が低下する⇒入院関連機能障害 

・加齢⇒抵抗力低下・回復力低下⇒入院（入院すれば安心ではなく）⇒心身機能低下 

（在宅では肺炎の入院で、約３割が入院中に死亡・退院できても要介護度が 1.7悪化 

 骨折での入院１割が死亡・要介護度 1.5悪化） 

＊高齢者は一度病気なるとたとえ入院しても、元通りには良くならない⇒「悪くしない」ことが重要である。 

①フレイル予防 （何事もリアルタイムでキャッチし並行して介入しました） 

・医療と介護の統合に取り組みました 

・生活状況を医療側に伝える。（週、月、年の時間経過で食事形態・嚥下・咀嚼、摂取量の変化） 

日々の生活の様子を見ている介護職が把握している、生活に密着した情報をタイムリー伝える） 

・負の傾きを決める要素（食べる・移動する・感じる・考える）が低下する 

②健康寿命を延ばす取り組みを継続しました。 

・その時々で適切な医療やケアを提供し、病気の発症や重症化を予防しました。 

・早期発見・早期治療により入院のリスクを減らしました。 

・肺炎や骨折の予防のため栄養状態を良好に保ちました。（ラコール・メディミル） 

・フレイル・サルコぺニアの予防に取り組みました。 
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・しっかり食べ、しっかり身体を動かし、しっかり食べる、体重を増やす。（低栄養の予防・アルブミン値） 

③利用者の「いつもと違う」にいち早く気づくための観察力を高めました。 

・全ての利用者に対して観察し、実行する事を決める。 

・正しい知識の習得（熱の無い肺炎、胸の痛みの無い心筋梗塞、骨折していても痛みを感じない） 

・声掛け・顔色や表情・話し方・皮膚・食べ方等注意事項を決める。（食事・排泄・入浴場面） 

 

 医療と介護の統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ポリファーマシーを改善しました。 

・薬が増える一方、加齢に伴った、薬を代謝する腎臓・肝臓の機能が低下し、副作用・薬の効き過ぎ等有害

事象が生じるリスクがある。 

・大量の残薬の無いようにする 

⑤ご利用者の基礎疾患・生活能力・予測される予後・本人・家族の思いを勘案しながら行いました 

⑥発熱の原因・誤嚥性肺炎・尿路感染症・褥瘡感染・蜂窩織炎・胆管の感染⇒早めの受診・抗菌剤の投与 

⑦息苦しさ・心不全・肺炎の呼吸器状態を観察 （酸素飽和度・バイタルサイン） 

⑧スキンテアの予防とケアに取り組みました 

・身体がベッドに擦れる。・絆創膏を剥がす時。 

・車いすの移乗介助・リハビリ訓練時・体位交換時・更衣時・転倒・転落 

⑨重度化を防ぐポジショニング・シーティングの技術の習得。 

“負の傾き”を決める要素 
第３回 

食べる 

第５回 

感じる・ 

考える 

第４回 

移動する 

“負の傾き” 

・食欲・食事量が減る 

・低栄養状態になる 

・痩せて筋肉が減少する 

・喜びや感動が減る 

・意欲が衰える 

・不活発になる 

・動かなくなる 

・身の回りのことができなくなる 

・拘縮や褥そうが生じる 

“軌道”に基づいて人生の歩みをイメージする 

時間軸 

身
体
の
機
能
や
元
気
の

元気もりもりコース 

ぼちぼちコース 

老衰コース 
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⑩カンファレンスにおいて。検査データーの「見える化」にも努め、異常時の早期受診・適切な医療が受け

られるよう取り組みました。・浮腫み（心不全・低栄養）の観察。 

急性腹症（腸閉塞・イレウス・下痢・嘔吐・COPD 

⑪静脈のうっ滞による足の皮膚の変化。 

・定期的な CT検査により、病気の発見に繋げました。 

・排便コントロール・腸閉塞・イレウスの観察。高齢者糖尿病のシックデイの時のケア。 

⑫感染症対策 

・スタンダードプレコーションに徹底。 

・衛生的な環境整備・口腔ケア・陰部洗浄・皮膚状態の観察・褥瘡予防・ 

・誤嚥性肺炎の予防・ワクチン接種・予防接種と集団検診を行いました。 

⑬脱水予防の点滴の実施や、食思低下時の高カロリー輸液の実施で、体力の低下予防・維持に努めました 

⑭水分摂取の取組み継続と徹底。 

熱中症予防・春脱水・かくれ脱水対策 

 

水分摂取量観察・Dゼリー・お茶ゼリー・ 

経口補水液・適宜点滴の実施。 

 

⑮重度化・看取りケアの提供 

・看取り指針に沿ったターミナルケア。 

・ご利用者・ご家族の積極的治療の意思確認。 

・ご利用者・ご家族の心に寄り添い適正な医療の提供により、苦痛や不安の軽減が図れるように努めました 

・死生観の醸成 

⑯月 1回看護師会を開催しました。（法人全体） 

 

４、食事サービス （自立を促す食の支援） 

ご利用者の常食率がここ数年１割程度にとどまってきています。 

「人生の最期まで食べられる優しい施設」のために、高齢になっても、要介護状態になっても、ずっとおい

しく楽しく好きなものを召し上がっていただきたい」と思っています。 

また、ご利用者の状態は日々変化します。変化に気付いて対応できなければ、ご利用者の命に関わることを

しっかり認識し、全身状態・食事姿勢・口腔環境・摂食嚥下機能・食事形態の 5 つの視点を押さえ、多職種

で連携するように努めました。（食事形態の見直しを絶えず行いました） 

①直営ならではの安心・安全な食事作り。 

②食を通してのＱＯＬの向上を目指し、栄養士間で献立会議を行い、ご利用者のお好きなものや季節感のあ

るものを取り入れ、食の楽しみを感じていただけるように取り組みました。 

③松花堂弁当やバイキング・秋の収穫祭など、様々な行事食を行いました。 

④お一人おひとりに合わせた食事形態（刻み食・荒極刻み食・刻み食・ブレンダー食・ミキサー食・トロミ

の対応）を提供し、食事量が少ない方にはポタージュスープや高カロリーのプリンなど、低栄養の予防に

努めました。 

水分摂取 

運動 
症状改善 

栄養 

排泄 
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⑤油を控えたお腹にやさしい調理に努めました。 

⑥天然だしや、野菜の皮をスープに活用し、減塩に努めました。 

⑦主菜以外にも、たんぱく質を含む食材を取り入れた献立の作成に努めました。 

⑧アレルギーのご利用者への対応 

⑨看取り期の方には、ご本人が食べやすい物を提供しました。 

⑩各ユニットでご使用者と一緒に調理を行いました。 

⑪各ユニットでのおやつ作り。 

⑫食中毒予防のため、給食会議での情報共有を行いました。 

⑬誤配膳、異物混入防止のため、配膳時の 2人チェックの実施。 

⑭災害時の備蓄（３日間）。 

⑮ノロウイルス対策・不顕性感染。（検便） 

 

５、感染症予防対策 

管理者が感染症対策について職員一人ひとりが理解し、マニュアルに沿った行動がとれているか管理・監督

しました。 

① スタンダードプレコーションの徹底。原則塩素系で消毒。 

・ハイタースプレーを各 CW が携帯し・排泄後のトイレ消毒の徹底。 

ハイター消毒液希釈 500ml 

ペットボトルキャップ 1/2 杯 500ppm（手すり・蛇口・ドアノブ・調理器具） 

ペットボトルキャップ 2杯 1000ppm（嘔吐物や排泄物で汚れた床や便器） 

②ベッド上での排泄介助の手順・排泄物品の整理・アルコール消毒を居室内・外に設置。 

③排泄介助はディスポエプロン・手袋使用の徹底。 

④トイレ内のスリッパ・居室用スリッパ履き替え。 

⑤平生時の消毒と清掃 

 感染症の多くは手を介して感染します。手が頻回に触れるところを重点的に清掃・消毒し汚れがひどい時・

新たに発生した時は、特に丁寧に清掃・消毒を行いました。 

 （ﾄｲﾚ・便座・便器・床・壁・手すり・取っ手・ﾄｲﾚ・ﾘﾊﾋﾞﾘ器具・ﾃｰﾌﾞﾙ・椅子・ﾃﾚﾋﾞ・ﾘﾓｺﾝ・ﾍﾞｯﾄﾞ柵・血

圧計・酸素飽和度測定器・体温計・医務室内・ﾜｺﾞﾝ・聴診器・浴室（ｼｬﾜｰﾁｪｱｰ・洗面器・浴槽）脱衣場（床・

手すり・椅子・かご・棚・洗面台） 

⑥換気・室温・加湿器などの環境整備、空気清浄器の設置。ｸﾚﾍﾞﾘﾝ設置。 

⑦清掃・洗濯・トイレ掃除マニュアルの整備。正しい汚物処理（洗濯ﾏﾆｭｱﾙ） 

⑧歯ブラシ・コップの消毒・乾燥。 

⑨日頃からの健康管理徹底。（栄養・水分・運動・排泄） 

⑩職員から持ち込まれた感染症をアウトブレイクさせない。健康管理（麻黄湯・板藍根服用） 

 抵抗力の弱い高齢者に万が一感染が発生したら被害を最小限に抑え高齢者の命を守ることが私たちの使命

です。（持ち込まない・拡げない・持ち出さない） 

⑪インフルエンザ・肺炎球菌のワクチン接種。 

 インフルエンザの時期の流行レベルマップの情報共有。 
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・咳エチケット：咳やくしゃみの飛沫による感染予防。マスク着用・ティッシュ・ハンカチ 

・出勤時：検温、麻黄湯・板藍根内服。手洗い・うがい・マスクの着用・こまめな手指消毒 

 11/24～ 面会・外出制限を行い１Fサロンで対応。 

⑫誤嚥性肺炎・尿路感染症の予防（丁寧な口腔ケア・清潔保持・ベッド頭元ギャッジアップ１５度） 

⑬緊急時対応を速やか行えるよう感染症キッドを各フロアに設置しました。 

⑭食事介助時は専用エプロン着用・マスク着用・手指スプレー携帯。 

⑮感染症の研修の定期的研修。 

⑯感染症委員会の開催。（毎月１回）    

⑰タミフルの備蓄・予防投与。 

⑱迅速キットの準備。（インフルエンザ・ノロウイルス） 

⑲除菌セーフキープで清掃。（MRSA）（共有部分・医務室・血圧計・聴診器・SPO２） 

 

※新型コロナウイルス発生に伴う施設内感染対策（3/6） 

感染が疑われた職員やご利用者がいた場合の対応 

・3時間ごとの検温・酸素飽和度測定・状態観察 

・ガウンテクニック、雨合羽使用。ご利用者ごとに準備しました。 

・手指の消毒はアルコールを使用。居室の消毒はハイター消毒。 

・食事は紙皿・プラスチックスプーン（使い捨て） 

・温冷配膳車はダムウエーターを使用するが、扉を開けてフロアには出さず別のトレーへ移す。 

・投薬 BOXは各階に置いたまま、看護師が BOXに入れる。 

・麻黄附子細辛湯エキス服用開始 

 

2/21より面会制限・ボランティア禁止に。通勤時使用の使い捨てマスクは施設に入る前に破棄する。 

 

６、リスクマネジメント・事故予防 

介護施設におけるリスクマネジメントとは、介護事故のリスクを把握し、施設全体で管理し事故を未然に防

いでいく事を目的としています。ご利用者様の「安全で安心な暮らし」を守るためにも、施設の信頼を高め

るためにも重要な取り組みです。また、発生したリスクに真摯に取り組んでいく事で、職員を守る事にもつ

ながります。 

 そのため、施設で取り組んだこととしては、 

① 介護事故の報告 

② 介護事故の防止予防再発防止策の策定⇒ひや 

③ 事故発生時の対応方法の確認 

④ 委員会活動（月１回） 

⑤ 職員教育 OJTに取り組みました。 

施設全体でリスクに取り組む事により、ご利用者により安全で質の高いサービス提供に努めました。 

 また、高齢者は、年を重ねるごとに心身の変化（機能低下）が起こりやすく、心身機能の低下が起こると

免疫力が低下し病気になりやすく、バランス機能が低下し結果的に転倒のリスクが高くなる事が多いため、
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高齢者の身体の変化についても、日々のケアの中でしっかりと観察する。見えない所は検査で見出していく

事に努め事故予防に繋げました。 

（高齢者の身体の変化） 

・視力が低下してくる・歯が弱くなる ・耳が遠くなる ・骨が弱くなる脆くなる 

・関節がスムーズに動かせなくなる ・筋肉が細くなり、伸び縮する力が弱くなる 

・心臓、肺、血管が固くなる、弾力性が弱くなる 

（高齢者のこころの変化） 

・新しいことを覚える力が低下してくる ・環境の変化になじみにくくなる 

・疲労を感じやすくなる ・集中できる時間が短くなる ・物事にあまり関心がなくなる 

 高齢者は一度転倒すると「骨折」→「ADLの低下」→「QOLの低下」→「活動不活発」と生命の危険に至る

ケースもあり、転倒防止についても、居室環境・身体状況・病状等に留意しました。必要に応じてナースコ

ール対応では危険な場合はセンサー等も利用し転倒防止に繋げました。 

＊ 要介護者の食事では、窒息、誤嚥予防の取り組み。 

高齢者の「誤嚥等の不慮の窒息」による死亡者数は 8876人（「交通事故」の 4595 人の約 2倍） 

介護施設の食事介助に関するリスク管理も高齢者の命を守るためとても大切な取り組みの１つです。 

 【窒息事故件数の多い食品】 

①もち②ご飯③飴④パン⑤寿司⑥お粥⑦リンゴ⑧団子（みたらし団子）⑨バナナ⑩カップゼリー。 

②食物以外に、包み・袋、薬剤、義歯、洗剤などの食物以外の物を摂取する「誤飲」と言われるケース。 

③個々に応じた食事形態の確認、口腔内環境の確認、嚥下状態の確認、身体機能面での確認、精神面での確

認、居室環境の確認、個々の細部にわたるアセスメントを入居時・退院時・状態変化時・カンファレンス時

に実施し、多職種での情報共有を行う事で事故防止予防に努めました。 

④食事介助時について 

・座位時のポジショニングの確保・配膳前の食事形態の確認・適温給食、 

・１対１での食事介助の徹底、・目線を合わせしっかりと声掛けを行う・個々に応じた一口量スプーンの形状

大きさ、・一口一口嚥下状態を確認・むせ込がある場合の原因確認と食事形態の変更 

食事環境の改善（見守り方法・介助方法・死角を無くす）等を問題発生時に多職種での話し合いの中で問題

解決に繋げました。 

⑤介護現場では、介助者個人の介助技法だけでなく、チームでの対応が求められます。ご利用者の評価やリ

スクはチーム内で共有し、出来る限りリスクを踏まえた介助をチーム内で取り決めて対応する事で今後もリ

スク減少に努めて行きます。 

④ご利用者を個別にアセスメントし状態把握した。（入居時・退院時・状態変化時・カンファレンス時） 

発生した事例について、事故報告書・ヒヤリハット報告書を作成し情報共有し再発防止に努めた。 

⑤日々のケアや業務中の気づきを抽出し、問題が小さい時に不適切の芽を摘んでいく取り組みを行った。 

⑥ご利用者の個々の情報を共有するために、運営会議で問題点を共有し、問題改善に努めました。 

⑦リスクマネジメント委員会を月１回開催する事で危機管理意識の向上に努めた。 

⑧個別機能訓練計画に基づき機能訓練を実施し、身体機能、活動不活発予防に努めた。 

⑨移動移乗ポジショニングについて、機能訓練指導員中心に研修会、各ご利用者の評価を行い、拘縮・褥瘡

予防に努めた。 
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⑩介助事故防止の為（転倒・転落・表皮剥離…）寝たきりの方の、排泄介助・移動移乗介助については原則

２人介助で対応した。 

⑪法人危機管理チームをで、施設単位での事故予防ではなく法人全体で情報共有し事故防止に努めました。 

 

７、高齢者虐待・不適切ケア・身体拘束 

高齢者虐待。不適切ケア 

施設おける高齢者虐待は、突発的に起こる場合よりも、日々行われているケアの質と関連している場合が多

く、虐待行為までいかないにしても、ケアの質から見ると、不適切なケア（グレーゾーン）がある。 

スタッフが認識し日々のケア遂行するにあたり、不適切なケアが発生しないように取り組みました。 

・不適切ケアを放置しない 

・言葉使い・態度等・未熟な介護技術等、不適切なケアと思われる事例があれば、職員同士で指摘し合う。・

リーダー会議等で検討し改善に向けて取り組みました。 

・介護職員による高齢者虐待の発生要因 

①教育・知識・介護技術等に関する問題 

②職員のストレスや感情コントロールの問題 

③倫理感や理念の欠如。となっています。そのため、 

六甲台翠光園においては、職員教育・研修を大切に取り組みました。 

（虐待を受けた人の中で「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上」の人は７５.８％） 

この結果から見ると、虐待を防止するためには、認知症介護の教育が必要だと施設では考え、特に、BPSD(行

動・心理症状）の出現する原因を職員間で検討・共有する事に努めました。 

 利用者一人ひとりの人格を尊重するための倫理教育、心の教育にも毎月の職員会議において管理者が研修

を行う事で、職員一人ひとりの人格形成に努めました。そうする事で、ご利用者の尊厳の保持と自立支援を

目的とした「チーム」内で、発生した不適切事例について、話し合い・業務改善を行う事で、質の高いケア

を提供して行く事に努めました。 

身体拘束廃止に向けて 

「身体拘束等の適正化の推進」が示され、身体拘束適正化を図ること、不必要な身体拘束を廃止・解除。 

２０１８年度の改定により、「身体拘束廃止未実施減算」が見直され、定期的な研修が義務付けられました。 

昨年は委員会の立ち上げと、年２回以上の研修を行いました。 

  

８、ケアプラン・機能訓練（他職種・多職種連携） 

①カンファレンス時のアセスメントの実施。（その人の状態観察の把握）食事・入浴・排泄 

②カンファレンス・モニタリングがケアプランの短期目標に沿ってケアが提供できているかの確認。 

③本人の望むプラン・持てる力を引き出し、水分を摂ること、安全に食事をする事、快適な排泄があること、

安心して心地よい眠りにつくことを目標に努めました。 

④ユマニチュードの実践 

⑤フレイル予防（栄養・運動・社会参加） 

⑥不同意のメッセージ（服従・謝罪・転嫁・遮断・憤懣） 

 ＊私たちがこれらのメッセージに気付き、ケアの方向性を変更する・状況が変化するの 
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  を待つ・責任転嫁のための言い訳を提案する事が出来るように取り組みました。 

⑦感染予防と清潔保持（陰部洗浄・口腔ケア） 

⑧機能訓練計画書に基づき、毎日個別機能訓練を実施しました。下肢筋力の強化。 

 ・スクワット・関節可動域訓練・ストレッチ・マッサージ・口腔体操・平行棒 

⑨拘縮予防・褥瘡予防 

 ・ベッド上でのポジショニング・除圧・体位交換・安楽な姿勢・安楽な睡眠の提供。 

 ・拘縮の原因を知り、拘縮の予防、改善を実践する。目的をチームで共有する。 

⑩残存機能の活用によりＡＤＬの維持・向上に繋げる。 

⑪定期的な血液データーの確認を行い、異常時には速やかに医療に繋げる。 

⑫退院時のカンファレンスの強化（サマリーの確認） 

・拘縮の進行に気づく・拘縮の原因を知る。 

・拘縮の予防・改善を実践する。目的をチームで共有する。 

・ベッド上のポジショニング・除圧・体位交換・安楽な姿勢・安楽な睡眠の提供。 

② 残存機能の活用により ADL の維持・向上に繋げる。 

③ 退院時のカンファレンスの強化（退院前にサマリーの確認を必ず行う）。 

 

機能訓練（リハビリテーション）の実施状況    

【機能訓練の意義】 

①機能訓練は、寝たきりになるのを防ぎ、尊厳を守り、その人のアイデンティティを保つ大切な要素である。

お 1人お 1人の Hopeや身体的な特徴を捉え、その人に対して何が必要なのかを見極め、意欲的に生活を送

れるよう、他職種連携を図りながら「動き」のサポートをしていきます。 

②歩くことは、人の唯一の特権であるといえる。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たとえ歩くことが出来なくなり、車椅子を使用することを余儀なくされたとしても、決して、人としての

尊厳、その人のアイデンティティが損なわれるものではない。身体的な特徴に変化があったとしても、そ

の人が望む生活に近づけていけるようアプローチしていくこと、それがリハビリテーションの本来的な意

義である。それを念頭に、機能訓練の枠組みを形成していきます。 

④機能訓練は動きを作り出していく上で大切な要素で、身体を動かすというタスクを通じて、活動量の低下

を予防していきます。 

⑤他職種連携のもと、転倒予防におけるリスク管理を行っていく。お一人お一人の転倒のリスクを評価し、

どのタスクに問題があるのかを分析し、心身に問題があるのか、生活環境に問題があるのか、それを明ら

かにしていく。その上で、アプローチしていきます。 

【機能訓練の方法】 

理学療法士がご利用者 1人 1 人の既往歴・現病歴、心身の機能、ADLを遂行する能力などを 

把握し、個別の機能訓練を計画し、計画に基づいた訓練を実施し、個別機能訓練実施記録を 

残していく。カンファレンスを開き、他職種連携で評価し、機能訓練を構築していく。 

【具体的な取り組み】 

①定期的に歩行訓練 
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専門職が行う応用的な歩行訓練、他職種が行う基本的な歩行訓練を、他職種協働で継続的 

に行っていきました。屋外歩行も含む。ご利用者によっては日常生活上で、歩行場所・歩行距離・ 

頻度などを設定して、歩行の機会を提供しました。 

②起立・着座 

 転倒予防体操や機能訓練の中に起立着座動作を取り入れて行いました。また、日常生活の中でも 

 その機会が損なわれないようケアを提供しました。（排泄時・車椅子から椅子への座り替え 

など）。起立着座は歩行との相関もあるため、最重要課題であります。 

③離床 

 生活不活発病を予防していく上で、非常に重要な要素です。筋緊張の緩和、呼吸機能の 

維持改善、褥瘡の予防、血液循環動態の改善、生活意欲の改善、前頭葉機能の賦活など 

付随的な効果は大きい。全介助が必要な方に対しては、起こすことが目的になってはいけ 

ない。離床後の車椅子上でのポジショニングも重要であるため、その方法を統一した上で 

ポスチャリングケアを行いました。 

④ベッド上でのポジショニング 

 筋緊張の緩和、安楽な呼吸、可動域制限の予防、褥瘡の予防を進めていく上で、重要な要素です。その方

法を、他職種間で統一した上で、ポスチャリングケアを提供しました。 除圧・体位交換も含む。 

⑤座位での筋力訓練 

 大腿四頭筋・下腿三頭筋・前脛骨筋・腸腰筋といった動きに必要な筋肉にアプローチしていく。筋力訓練

を行う際には、姿勢にも配慮しながら行いました。 

⑥リハビリ体操 

上半身の動きをメインに行う。上肢・胸郭・肩甲骨・脊柱の柔軟性を維持改善する目的で行いました。 

⑦可動域訓練 

 専門職が行う可動域訓練だけではなく、他職種連携のもと、日常生活動作を促していくことも重要です。

日常生活動作を行うこと自体が可動域訓練にもなるため、残存能力を生かしながら、「動き」を誘導。 

⑧移動補助具・靴の選定をしました。 

 動きを作り出す上で、杖や歩行車、靴の選定は重要な 1つの要素です。 

⑨口腔機能訓練 

 食事前に咀嚼機能・嚥下機能を維持する目的で、その機能に関与する筋肉に対してアプローチしました。 

⑩生活環境の構築 

 リハビリテーションは、生活を支援していくという要素を包含したものであるため、生活環境に着目し、

ご利用者が生活しやすいようデザインしていくことが重要であります。 

 

９、施設環境整備 

① フロアでのレクレーション。 

② アクティビティ（脳トレ、カレンダー、壁画…等） 

① ボランティア（ミュージックセラピー、歌体操） 

② 外出行事（外食・お花見・紅葉ドライブ…等） 

③ 運営懇談会・フォトアルバム。アンケート実施。研修「寄り添うことの介護・認知症の母に学んだこと・
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藤川幸之助詩集～徘徊と笑うことなかれ～」 

④ 防災訓練 

⑤ 労働衛生、職員の腰痛対策。 

⑥ 備品・設備関係 

⑦ 居室・共用部分の床の張り替え・空調の室外機の交換 

 


