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1．特別養護老人ホーム福光園の沿革、概要

○沿革
・昭和57年4月　特別養護老人ホーム福光園事業開始（定員50名）

・昭和57年10月　在宅老人短期保護事業委託契約締結

・平成4年2月　福光園30床増床（定員80名）及びショートステイ（定員10名）

・平成22年4月　福光園（定員51名）、及び福光園短期入所生活介護（定員10名）

一関市萩荘へ移転新築

一関市真柴の福光園は「福光園アネックス」に名称変更（定員31名）

ショートステイ（定員10名）

○事業所名称

○所在地

○電　話／EAX

O施設長

○開設年月日

○定　員

○施設概要

指定介護老人福祉施設　特別養護老人ホーム福光園（岩手0370901142号）

福光園短期入所生活介護（岩手0370901159号）

岩手県一関市萩荘字大袋56番地4

0191－24－5020／0191－24－5021

菅原　甚吾

平成22年4月1日

【入所サービス】　　　定員51名

【短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護】　　定員10名

61名の全個室で6つのユニットを構成。1ユニット10名で家庭的な雰囲気の中で

ご利用者様が自分のペースで生活して頂けるようサービスを提供しております。

冷暖房完備で、全室に洗面所・トイレを設置。家具類を含め愛用の品々を自由に持

ち込み、利用者のお好みによって室内をレイアウトすることが可能です。

2．事業目的

・社会福祉法人相寿会が設置する特別養護老人ホーム福光園（以下「施設という。）は、老人福祉法並

びに介護保険法（以下「法」という。）の理念に基づき、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運

営に関する基準」を遵守し、利用者の生活の安定及び生活の充実と家族の身体的及び精神的負担の軽

減を図ることを目的とする。

3．運営方針

・老人福祉法並びに岩手県社会福祉基本計画の基本理念に基づき、施設関係者一同力を合わせ、生活

の場であり憩いの場である楽しいホームをつくり、利用者の健康衛生管理はもとより、人間性の尊

重に支えられた心のふれ合う誠実で明るい生活援助・助言を行ない、ゆとりとやすらぎのある暮ら

しができるように推進するとともに、地域に密着した施設運営に最善の努力をするものとする。

4．サービス実施内容

（1）．施設サービス計画の作成

ご利用者の心身の状態や要望を把握し、一人ひとりの介護サービス計画を作成。各職種と連携し、共通し

た支援目標のもとで、ケアプランを作成。

（2）．日常生活介護

【入浴】

お風呂は各ユニットにリフト付きの個人浴槽で、自由な時間での入浴対応に努め、個人浴槽への入浴

が難しい方へは特殊浴槽での対応。入浴ができない方に対して、全身清拭を実施。
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【排泄】

排泄ケアは各居室のトイレの他、自然な排泄が出来るようにプライバシーに配慮したご利用者一人ひ

とりに合わせた援助に努めました。

【着替え・整容】

ご利用者一人ひとりの身体の状況をよく見極め、衛生面に留意しながら着替えの援助。整髪爪切り髭

剃りを行い、外出や行事の際には要望に応じた身だしなみのお手伝いに努めました。

【口腔ケア】

口腔衛生介助は、毎食後実施し、ご利用者の状態に合わせて、歯磨き、うがい、ガーゼによる口腔内

の拭き取り、義歯の洗浄などを援助。

【介護】

身体面及び精神面の介護、その他日常生活全嬢の介護に努めました。

（3）．食事・栄養管理

食生活の重要性を認識し、栄養バランス・味付け・調理方法・食事の形態等についてご利用者一人ひと

りの身体条件、嗜好等を配慮した食事を提供。

また、管理栄養士による栄養ケアマネジメントで健康状態の管理、医師の指示により治療食の提供など

現在の状態を維持し、健康で楽しい生活を送れるよう個別のケアに努めた。

（4）．個別機能訓練

ご利用者一人ひとりの身体状況に応じた、日常生活を送って頂くのに必要な機能を維持する為の訓練の

援助に努めた。

（5）．健康管理

ご利用者が健康で快適な生活を営めるよう、日常の健康管理、定期健康診断・医療機関との連

携により、疾病の早期発見・早期対応に努め、健康的な生活を送れるよう援助。

（6）．各行事・レクリエーション等

ホーム全体では夏祭り、敬老会をご家族参加行事として予定しております。また、ユニットごとに季節

行事、誕生会、様々なレクリエーションを実施しました。

（7）．日常生活の援助

施設での生活の充実を図る為、居室環境の整備、洗濯、理・美容、外出、行政手続きの代行、要介護認

定に関する代行等、ご利用者一人ひとりの生活状況に応じた援助に努めました。

（8）．環境整備・防災対策・事故防止

ご利用者が安全、かつ快適に生活できるよう、建物設備等の維持管理、清潔保持、転倒・転落等の事故

防止、容態の急変時等の緊急対応の迅速化、及び防災対策の充実に努めました。

（9）．要望・苦情相談・家族懇談会

ご利用者やご家族からの相談には、その都度対応し、ご利用者が安心して生活できる環境づくりに努め、

日々の相談業務を強化すると共に、「要望・苦情窓口」をご利用者やご家族にとって気軽に利用できる

よう努めました。

（10）．施設の公開

施設からの情報やサービス内容を「福光園だより」、インターネット・ホームページによる情報発信をし、

施設外の方々からのご意見にも耳を傾け、サービス向上に努めました。

（11）．緊急時の対応

平日はもとより土日・祝日、夜間におきましても、看護師の24時間連絡体制をとっており、ご利用者の

方の急変時にも対応できる体制をとりました。
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5，平成27年度　成果、反省
【目　標】

明るく家庭的な雰囲気のなか、施設サービス計画に基づき安全で安心な利用者様の立場に立ったサービス

を提供できるよう努力する。

【介　護】

部署名　　車町ユニット

・個別ケアの実施

重点実施項目

実施項目 �実施項目への取組 �成果・反省 

1 �皮膚トラブルを防ぐ。 �・毎日のスキンケア。乾燥を防ぐため保 �ご入居者様の皮膚トラブルを全て防 

湿クリーム塗布する。 �ぐことは出来なかったが、個々に保 

・オムツ交換時・入浴時は皮膚状態を確 �湿クリームを購入し、入浴時や排泄 

認する。 �介助時に観察することで悪化するこ 

・長時間同じ姿勢で過ごさないように �とはなかった。またテーナさんとの 

除圧する。 �オムツのあて方を指導して頂くこと で再確認することができていた。 

2 �24　時間シートの作 �・生活歴アンケートの実施。 �ご入居者様全員のシート作成に取り 

成。 �・・生活のリズムを読み取る。 �組むことができた。見直しを定期的 

・24時間シート全員分作成する。 �にできた時と出来なかった時がまち 

・状態が変わったら見直しをする。 �まちだった。またシートの活用があ まり出来ていなかった。 

3 �ご家族様との交流 �ご利用者様の様子を定期的に報告す �・面会時に日々の生活の様子・近況報 

る。 �告が出来ていた。面会に来られない 

・面会時にはご利用者様の詳しく状態 �方へも2か月に1回ほどユニット内 

報告し、ご家族様に状態を確認して頂 �での新聞を作成することで生活の様 

く。 �子を伝えられたのではないか。手紙 

・一緒に参加してもらえる行事を企画 �などを出す機会がもう少しあっても 

する。 �良かったのではないか。 

部署名　　寿町ユニット

24時間シートを活用し楽しみや生きがいを持って生活して貰えるように援助する。

重点実施項目

実施項目 �実施項目への取組 �成果・反省 

1 �24　時間シートの作 �24時間シートはケアプラン更新時や状態 �24時間シートは作成後、ユニット会議 

成、見直し �が変わった時に見直しをする。 �で話し合い統一することができている。 

全員分を）まとめたものを作成する。 �利用者の入れ変わりが多くまだ全員分 まとめたものは作成出来ていないため、 今後作成していく。 
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2 �皮膚トラブルの予防 �皮膚トラブルが出来てから対応するので �入浴後の保湿クリームはきとんと行え 

をする。 �はなく足浴、手浴などを入浴日以外も行 �ている。冬季は入浴以外にも行ってい 

い予防する。 �る。 

入浴後は保湿クリーム塗布する。 �足浴や手浴を行うことで水虫などは早 期治癒している。これからは水虫ができ てからではなくできる前に行い予防し ていきたい。掻き傷がある方に対しては 固形石鹸を泡立てたもので洗う事によ り傷が殆どなくなっている。 

3 �外出の機会や行事を �ドライブやレクなどを行い楽しみや生き �利用者1－2回はドライブに行き気分転 

増やす。 �がいを持って貰えるようにする。 �換ができている。 

ユニット内の環境を整えソファなどを活 �季節に合っだイベントや誕生会を行い 

用する。 �楽しんでもらえたと思う。家族が来てい ることもあり全員が参加できた行事は 少なかった。 ソファは特定の利用者だけだったが以 前よりは活用できている。 

・ご入居者様に快適な生活を送って頂く。 

・役割や生きがい、楽しみを見つけ、一日一日を大切に過ごして頂ける様に意識する。 

重点実施項目

実施項目 �実施項目への取組 �成果・反省 

l �生活にメリハリをつ �・24時間シートに基づいた生活を送ってい �・24時間シートに基づいた生活を 

ける �ただく。 �送り、カンファレンスの時に定期 

・ユニット会議等で24時間シートの定期 �的に見直しを行った。 

的な見直しをする。 �ご入居者様それぞれの当日の体 

・ご入居者様一人一人のペースを尊重し、 �調等により生活のペースを合わ 

その人に合わせた生活をしていく。 ・趣味を生かした生活をしていただく。 �せ対応した。 

2 �役割や生きがい、楽し �・ご入居者様が出来ることは、毎日継続し �・職員間でいつも申し送りを大切 

みを見つけ、一日一日 �て行える事を見つけ実施する。（残存機能を �にし、ご入居者様の様子観察しな 

を大切に過ごしてい �生かす） �がら統一した対応に心掛けてい 

ただけるように意識 �・ご入居者様のその日の体調や気分により、 �る。 

する �どこまで出来るのかどこまで対応するのか �・出来ることはそれぞれお願いし 

職員間で統一し行う。 �て手伝って頂いている。 

・出来る限り希望は叶えられるように、訴 �・訴えがあった時は、よく話を闘い 

え時はよく話を聞く。 �て出来ることは叶えるようにし 

・意欲の湧くような優しい声掛けをし、不 快な思いをさせるような声掛けはしない ・ご入居者様の気持ちを代弁し、相手の立 場に置き変えて行動する �ている。 
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部署名　　末広ユニット

個別ケアを見直し、実践する。

重点実施項目

実施項目 �実施項目への取組 �成果・反省 

1 �自然排便の促進 �・ご入居者一人一人に合った便 �・一人一人に合った排便促進、様々な方法の自然排便 

秘解消法を見つける。 �促進を随時考え取り組むことができた。 

・排便サポートの継続・見直し。 �・下剤に頼らず、腹部マッサージや食事（麦ご飯）で 事前排便促進ができた。 ・自然排便の方法について考え、理解している職員は 一部しかいなかった。 

2 �ご入居者様の抱え �・疾病について学習会を行う。 �・小さな変化を見逃さず対応できた。 

る疾患について知 �・職員のレベルアップの取り組 �・勉強会の機会を設けることがあまりできなかった。 

誠を高め、予防に �み。 �今後勉強会の機会を増やしたい。 

努める �・小さな変化を見逃さない。早 �・介護技術については、職員間で互いに見てアドバイ 

期発見。 �スできて良かった。 

・予防に努める。 �・ご入居者様の抱える疾患について理解し、対応でき るようにしたい。 

3 �24時間シートの作 �・新規のご入居様については生 �・定期的に24時間シートの見直ししっかりできてい 

成・見直し �活の様子を観察、読み取り作成 �る。 

する。 �・変化のあった場合はその都度見直しできている。ま 

・変化のあるご入居者様はその 都度、ケアプラン更新時には見 直し修正する。 �た、新規のご入居者様についても作成できている。 

4 �楽しい生活を送っ �・季節を感じられる装飾や行事 �・毎月行事を企画し、皆で楽しみ、季節の移り変わり 

て頂きたい �を企画する。 �を感じることができた。今後も継続したい。 

・毎月の行事企画を継続し、ま �・ご入居者様の状態の変化やトラブルがあった際、そ 

た、家族と触れ合える機会を設 �の都度リビングの席替えをすることができた。 

ける。 �・生活上のマナーについては職員同士が注意し合える 

・寛げる環境を整える。 �ように普段からのコミュニケーションも大切にした 

・ノックして居室に入る・離床 �い。 

後は布団を畳む等の生活上の �・ノックして居室に入ることや離床後の布団を畳むこ 

マナーの再徹底。 �とを忘れることがあった。今後気をつけていきたい。 

部署名　　田村町ユニット

直垂亘園
体調管理に気を配り安心してi央適に生活できるよう援助する。 

重点実施項目

実施項目 �実施項目への取組 �成果・反省 

1 �体調管理に気を配 �・ヒヤリハットの段階での気付きを増やす。 �転倒の多いご入居様の行動パターンを 

り、安全に生活でき �・ご利用者様の様子の変化を観察、細やか �掴めてきたことで、以前に比べて事故 

る。 �に対応する。 �の起こる前に予測し見守りすることが 
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就寝時はパジャマに着替えゆっくり休んで �できるようになっている。今後はご入 

もらう。 �居者様の「できる」行動を制限せずに 事故防止にも努めたい。 

2 �楽しみ、張り合いの �ご利用者様それぞれの好きな事、やりがい �レク活動の時間はほとんど取れず、季 

ある生活を目指す。 �のある事を提供していく。 �節行事・誕生会などの最低限の余暇活 動しか行えなかった。ご入居者様個別 に好きな活動を新しく見つけ提供する 事は出来無かった。 

3 �ご利用者様、ご家族 �面会の際など積極的にご家族様とコミュニ �面会の際の情報提供などのコミュニケ 

様のニーズを常に �ケーションしていく。 �ーションがスムーズになってきてい 

確認する。 ��る。今後も継続し、信頼関係を築ける ように努めたい。また、ほとんど面会 のないご家族にも普段の様子をもっと 知ってもらうよう手紙など近況報告の 方法も工夫していきたい。 

部署名　　青葉町ユニット

匡亘亘国
～ご家族が自分の家族を安心して任せられるユニット～ 

・精神的に安心して過ごせる環境と介護の提供。 

・個人の笑顔を引き出せる環境と介護の提供。 

・また来たいと思って頂ける環境と介護の提供。 

・個人の性格や状態をよく知る。 

重点実施項目

実施項目 �実施項目への取組 �成果・反省 

1 �個人の状態をもっと �定期的なご利用者、又は長期のご利用 �帰宅願望のある方に対し、お話を聞いたり 

よく知るため、24時 �者の24時間シートを1年間で最低5 �散歩に出かけたりと少しでも安心してもら 

間シートの作成。 �大分は作成する。 �えるように対応できた。 ご利用者様一人ひとりが過ごしやすくなる よう24時間シート作成を予定していたが、 具体的に進めることができなかった。 

2 �安心して過ごして頂 �事故報告、又はひやりハツとを年間0 �ひやりハット・事故報告ゼロを目指してい 

くため、事故、ひやり �件を目指す。 �たが、H25年度と比べ、ヒヤリハットの件 

ハツとの防止。 ��数は減らすことはできたが、事故報告の件 数が前年度とはあまり変わっていなかっ た。 

3 �個人の笑顔や得意な �毎月1回はレクリエーション（ドライ �レクリエーションの回数は以前より減って 

ことを引き出す。 �ブやお菓子作りなど）を行う。 �しまっているが、業務内容を工夫し空き時 間を作れたことで毎月行うことができた。 正式のご入居者様とは生活リズムが違うた め、ショートユニットとホームのユニット での問題点、疑問など解決が難しく、あい まいになってしまっている。 
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【看　護】

部署名　　福光園　　看護

・入居者様に求められる看護、期待される高齢者像を実現する為に、個々のアセスメントに基づく具体的な 

ケア方法（特に排泄ケア）を重点項目とし、スキントラブル予防の強化を図れるよう他職員と連携したケア 

を展開していく。 

・施設ケアの特徴（生活ニーズ優先のケア）を理解し、入居者様の日々の暮らしにおける健康的生活を支え 

る為に施設内外の職員と良好な連携を図っていく。 

重点実施項目

実施項目 �実施項目への取組 

1 �生活に密着した排泄ケアと、入居者 �個々のアセスメントを行い、排泄のメカニズム、入居者の特徴、 

の視点に立ち排泄機能の低下への �疾患別特徴、ケアの基本として排泄機能の低下が見られる入居者 

的確な支援対応をとりスキントラ �様の尊厳を守る役割について理解し、実践として保清が図れるこ 

ブルを予防していく。 �とにより皮膚トラブルを予防できるケアを展開していく。 

2 �入居者様と、そのご家族様の在り方 �入居者の大切にしていること（もの）を大切にする。入居者の心、 

を尊重し、受け入れる。（自己肯定 �地よいもの（こと）を知り、その機会を作ったり増やすようにし 

的促進への援助） �ている。入居者の嫌なことや不快感をもたらすもの（こと）を知 

り、その機会を極力さけたり減らすようにしている。看護職や介 

護職が望ましいと考えられることであっても入居者の了解が得 

られない場合は、その理由を聞いて確認はするが強要はしない。 

3 �介護・看護・他職種との連携 �各々の職種が互いに独立した専門職として、その役割・業務を理 

解して認め、尊重する。 

予防・異常・急変時・救命時における連絡網、役割の明確化と周 

知徹底。 

倫理的感受性を発揮した援助が出来ているのか、常にこれが正し 

いのか？自分が行っているケアは適切か？自分にして欲しくな 

いケアを行っていないか？忙しさで消されることのないように 

確認していく。 

①　　今年度は入居者や職員が胃腸炎・インフルエンザに罷患することもなかった。施設内での感染症対

対策をしっかり行い、職員一人一人がしっかり自覚し予防につとめていることが大きな感染症ゼロ

という結果となった。

②　　ご入居者様の重度化により医療的処置の方が増えてきている傾向にあり、医療依存度が高く誤擬性

肺炎で入退院を繰り返すケースも前年度まで非常に多かったが、看取りケアでの取り組みにより

高齢者の身体メカニズムを理解することでケアの質も向上し、ご入居者様に負担のかかるような

ケアをしない等、他職種との連携により工夫がされより良いケアに繋がっていると思われる。

③　　さわやか委員会での他職種との連携がよりよく図れていることから、スキントラブルや、快適な排

泄サポートについて良いケアを実践することが出来ており、前年度に比べると悪化ケースが多発す

ることなく、現状維持ケアを超える発想の意見が多くなっている。
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【給　食】

部署名　　福光園　　栄養管理・給

直垂亘国
①美味しい食事の提供 

②食中毒を起こさない安全な食事 

③栄養ケアマネジメントで高リスク者を減らす 

重点実施項目

実施項目 �実施項目への取組 �成果・反省 

1 �・個々の嗜好に沿える食事の �・栄養士は新しい献立や、メリ �・少しずつではあるが新しい献立や、切り 提供 �ハリのある献立の研究 �方の変更などを行い変化を出す工夫を行 

・仕入れる材料の吟味。 �・調理員は肉嫌い、魚嫌い、煮 �った。徐々に増え続ける嫌いなものにも対 

物嫌いの方にそれぞれの代 �応して代替食を提供できている。しかし御 

替食で対応する。 �利用者の方と接する機会が現状では月1 
・御利用者と会話する時間を作 �回の喫茶コーナーのみであり、今後も検討 

る。 �が必要である。 

2 �・材料納品時の確認 �・賞味期限、仕入れ温度等の確 �・それぞれ毎日しっかりと記録をとり、管 ・加熱温度85度の確認 �認と記載。 �理ができている。今後も継続していきた 

・調理従事者の健康管理 �・調理温度85度確認と記載 ・調理作業後の温度管理 ・調理員の体調の把握。 �い。 

3 �・低栄養状態を改善する �・食事チェック、モニタリング、 �・モニタリングなど行い、摂取量が低下し ・裾創のある高リスク者の改 �補食の提供。 �ている方には補食を提供した。介護職員や 

善。 �・状況により補食の提供。 �看護職員とも連絡を取り合い連携するこ 
・介護員、看護員との連携を取 �とができたと思う。28年度は、状態が悪 

る。 �くなった方に栄養ケアでできることを積 極的に行い、介護職員、看護職員と連携し、 入院する方を減らしたい。 

【総　括】
・介護福祉士の資格取得について平成27年度は1名の介護職員が資格取得。

・介護職の66％が資格取得しており体制の充実を図っております。

・喀疾吸引・胃宴等の介護職員等医療的ケア研修については、平成27年度は介護職員1名が受講し資格取得。

全体ではIl名が資格取得。

・現在16名の方が経管栄養となっており、全体の30％を占めております。今後も医療的なケアへの対応も充

実させていきたいと考えております。

・ショートステイについては、平成27年度は一日平均8．9名と平成26年度より0．7ポイントの低下となりまし

た。ホームを含む全体としての稼働率は平成27年度92．5％と前年度比0．8ポイント向上致しましたが目標

とする値までは届いておりません。

・入院者につきましても年間延べ955名の方が入院され、前期比468名減少となりましたが、実際、入院ベッ

ドの空床利用、効果的に空きを充足させるには至らなかった課題が残りました。

・今年度も引き続きその課題に対し、迅速な受け入れ対応や他の事業所との連携を深め、空きベッドの調整、

稼働率を意識した対応をしていきたいと考えております。
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6，　ご入居者の状況
（1）市町村別入退居状況

入退所別 　性別 市町村別 �前年度末 入居者 ���入　居 ���退　居 ���27年度末 入居者 

男 �女 �計 �男 �女 �計 �男 �女 �計 �男 �女 �計 

一　関　市 �16 �33 �49 �3 �16 �19 �5 �14 �19 �14 �35 �49 

平　泉　町 � � � � � � � � � �14 �� 

一関地方広域計 �16 �33 �49 �3 �16 �19 �5 �14 �19 ��35 �49 

1 大船渡市 � �1 �l � � � � � � ��1 

岩　手　県　計 �16 �34 �50 �3 �16 �19 �5 �14 �19 �14 �35 �49 

合　　　計 �16 �34 �50 �3 �16 �19 �5 �14 �19 �14 �36 �50 

（2）　月別入退居及び在籍状況

月別 項目別 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �1 �2 �3 �計 

入　　所 �3 �1 �6 �3 �1 �0 �3 �0 �3 �2 �0 �2 �19 

退　　所 �4 �1 �1 �2 �0 �3 �0 �1 �4 �0 �0 �3 �19 

月末人員 �49 �49 �49 �50 �51 �48 �51 �50 �50 �51 �51 �50 � 

男 �15 �14 �13 �13 �13 �13 �14 �13 �13 �14 �14 �14 � 

女 �34 �35 �36 �37 �38 �35 �37 �37 �37 �37 �37 �36 � 

（3）　退居理由

理由 性別 �死亡 �長期入院 �希望退所 ���計 

帰宅 �入院 �他の施設 

男 �2 �3 � � � �5 

女 �9 �3 � � �2 �14 

計 �11 �6 � � �2 �19 

（4）年齢状況

年 齢 性別 �60－ �65－ �70－　‾ �75～ �80～ �85一） �90～ �95－ �100以 �計 �平均年齢 

64 �69 �74 �79 �84 �89 �94 �99 �上 

男 � �3 �l �1 �3 �r D �1 � � �14 �80歳10ケ月 
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女 � �2 �2 � �5 �8 �15 �3 �1 �36 �88歳6ケ月 

計 � �5 �3 �1 �8 �13 �16 �3 �1 �50 �86歳4ケ月 

最高年齢者　男性93歳　女性100歳

最低年齢者　男性69歳　女性　67歳

（5）入居前の居住状況

区分 性別 �自宅 �病院 �グループホーム �老人保健施設 �その他の 施設 �計 

男 �3 �8 � �3 � �14 

女 �9 �5 �5 �9 �8 �36 

計 �12 �13 �5 �12 �8 �50 

（6）身体障害者手帳の所持状況

区分 性別種級 ���肢体 �視覚 �聴覚 �内部 �複合 �計 

男 �種 �1級 �3 � � �1 � �4 

2級 �2 � � � � �2 

3級 � � � �1 � �1 

種 �2級 � � � � � � 
3級 � � � � � � 

4級 � � � �1 � �1 

小　　計 ���5 � � �3 � �8 

女 �種 �1級 �1 � � � �1 �2 

2級 �1 � � � � �1 

3級 �1 � � � � �1 

種 �2級 � � � � � � 

3級 � � � � � � 

4級 �2 � � � � �2 

6級 � � � � � � 

小　　計 ���5 � � � �1 �6 

合　　計 ���10 � � �3 �l �14 

（7）医療負担区分状況

区分 性別 �後期高齢者 医療 �社　保 �国保，健保，共済 組合 �医療扶助 �計 

男 �11 � �3 � �14 

女 �32 � �4 � �36 

計 �43 � �7 � �50 
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（8）外泊の状況

月別 性別 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �1 �2 �3 �計 

男 � �l � � �1 �1 �1 �1 � � � � �5 

女 � �1 � �1 �1 �1 � � �3 �2 � � �9 

計 � �2 � �1 �2 �2 �1 �l �3 �2 � � �14 

（9）在所期間入所者状況

期間 性 別 �0．5年未満 �0．5年～ �1年～ �3年～ �5年～ �10年～ �15年～ �計 

1年未満 �3年未満 �5年未満 �10年未満 �15年未満 �20年未満 

男 �2 �1 �5 �3 �2 � � �13 

女 �6 �6 �10 �5 �10 � � �37 

計 �8 �7 �15 �8 �12 � � �50 

（10）月別入居者延べ日数及び平均人数

延べ人数 �一日平均 �実利用率 

4月 �1，474 �49．1 �96．3％ 

5　月 �1，541 �49．7 �‘97．5％ 

6　月 �1，466 �48．9 �95．8％ 

7　月 �1，532 �49．4 �96．9％ 

8　月 �1，578 �50．9 �99．8％ 

9　月 �1，505 �50．2 �98．3％ 

10月 �1，571 �50．7 �99．4％ 

11月 �1，515 �50．5 �99．0％ 

12月 �1，551 �50．0 �98．1％ 

1月 �1，563 �50．4 �98．8％ 

2　月 �1，479 �51 �100％ 

3　月 �1，572 �50．7 �99．4％ 

計 �18，347 �50．1 �98．3％ 
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（11）入・通院の状況

月 項目 ��4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 �12 �1 �2 �3 �計 

内科 �通院 �24 �24 �32 �22 �38 �34 �27 �27 �30 �21 �24 �27 �330 
入院 �68 �19 �103 �68 �143 �187 �158 �48 �56 �36 �33 �36 �955 

外科 �通院 �l �0 �0 �0 �0 �0 �0 �1 �2 �1 �2 �0 �7 
入院 � � � � � � � � � � � � � 

整形外科 �通院 �2 �1 �1 �5 �4 �0 �4 �l �1 �1 �0 �3 �23 
入院 � � � � � � � � � � � � � 

皮膚科 �通院 �1 �1 �4 �2 �4 �4 �2 �5 �2 �5 �6 �2 �38 
入院 � � � � � � � � � � � � � 

耳鼻科 �通院 � � �2 � � � � � �1 � �1 �1 �5 
入院 � � � � � � � � � � � � � 

眼科 �通院 � �1 � �1 � �3 � �1 �l �1 � �1 �9 
入院 � � � � � � � � � � � � � 

口腔歯科 �通院 �3 �6 �3 �2 �6 � �1 �3 �2 �3 � � �29 
入院 � � � � � � � � � � � � � 

精神科 �通院 �3 �3 �4 �5 �3 �4 �3 �3 �2 �2 �2 �2 �36 
入院 � � � � � � � � � � � � � 

婦人科 �通院 � � � � � � � � � � � � � 

泌尿器科 �通院 �1 �3 �8 �3 �7 �3 �1 � �1 �l � � �28 

計 延日数 �通院 �35 �39 �54 �40 �62 �48 �38 �41 �42 �35 �35 �36 �505 

入院 �68 �19 �103 �68 �143 �187 �158 �48 �56 �36 �33 �36 �955 

（12）介護保険負担限度額

第1段階　－ �第2段階 �第3段階 �第4段階 �計 

男性 �0 �5 �4 �5 �14 

女性 �0 �27 �4 �5 �36 

計 � �32 �8 �10 �50 

（13）要介護状態区分の状況

未登録 �要介護1 �要介護2 �要介護3 �要介護4 �要介護5 �計 �平均介護度 

男 �0 �0 �0 �2 �5 �7 �14 �4．35 

女 �0 �0 �l �4 �9 �22 �36 �4．44 

計 �0 �0 �1 �6 �14 �29 �50 �4．42 
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／，∴欠生起イ丁寧の美ガ也快報巾

月　日 �共通行事 �ユニット行事 

4月　　　　5日 �理容 �幸　町～ドライブ（お花見） 

9日 �歌クラブ �寿　町～　II 

15日 �喫茶コーナー �八幡町～　II 

23日 �生け花クラブ �末広町～Il 田村町～II 

5月　　　　3日 �理容 �幸　町～ドライブ（ぼたん園） 

13日 �喫茶コーナー �寿　町～　II（室根つつじ） 

14日 �歌クラブ �田村町～　Il（遊水地公園） 

28日 �生け花クラブ 

6月　　　7日 �理容 �幸　町～買い物＆ドライブ 

11日 �歌クラブ �寿　町～　II 

18日 �生け花クラブ �八幡町～ドライブ（花泉ペコニア館） 

25日 �物故者法要 �末広町～　II 

25日 �喫茶コーナー 

7月　　　5日 �理容 �幸　町～ドライブ（毛越寺あやめ祭） 

9日 �避難訓練 �寿　町～　II　（あじさい園） 

15日 �喫茶コーナー �末広町～買い物ドライブ 

23日 �生け花クラブ �田村町～ドライブ 

26日 �福光園夏祭り 

8月　　　　2日 �理容 �幸　町～花火の会 

12日 �喫茶コーナー �寿　町～一関夏祭り見学・花火大会 

13日 �歌クラブ �八幡町～　　　II 

27日 �避難訓練（非常招集訓練） �末広町～誕生会花火大会 田村町～一関夏祭り見学 

9月　　　　6日 �理容 �幸　町～カレー作り 

7日 �敬老会 �寿　町～買い物ドライブ 

10日 �喫茶コーナー �八隣町～ドライブ 

16日 �避難訓練 �末広町～買い物ドライブ 

17日 �歌クラブ �田村町～ドライブ 

24日 �生け花クラブ 

10月　　　4日 �理容 �幸　町～ハロウインパーティ 

8日 �総合避難訓練 �寿　町一宇のこ会・紅葉ドライブ 

14日 �喫茶コーナー �八幡町一紅葉ドライブ 

15日 �歌クラブ �末広町～アネックスとの交流会 

22日 �生け花クラブ �田村町～紅葉ドライブ 

11月　　　　3日 �理容 �幸　町一宇のこ会 

11日 �喫茶コーナー �寿　町～外食ドライブ 

12日 �歌クラブ �八幡町～鍋パーティー 

19日 �鳳舞会舞踊披露 �田村町～ふるさと訪問 

26日 �生け花クラブ 



12月　　6日 �理容 �幸　町～忘年会・クリスマス会 

11日 �歌クラブ �寿　町～　II　　II 

24日 �生け花クラブ �八幡町～　／l　　I／ 

25日 �餅つき会 �末広町～IIII 田村町～IIII 

1月　　　10日 �理容 �幸　町～新年会 

13日 �喫茶コーナー �寿　町～　II 

14日 �歌クラブ �八幡町～lI 末広町～II 田村町～II 

2月　　　11日 �歌クラブ �幸　町～節分の会・バレンタイン企画 

14日 �理容 �寿　町～　II　　　　II 

17日 �喫茶コーナー �八幡町～／III 末広町～IIII 田村町～IIII 

3月　　　　7日 �理容 �幸　町～ひなまつり 

10日 �喫茶コーナー �寿　町～　II 

11日 �歌クラブ �八幡町～Il 末広町～II 田村町～II 

＊上記以外に利用者の誕生日に合わせてユニットでその都度誕生会

8，ボランティアの受？ナ入れ状況

（敬称略）

頻度 �ボランティア氏名（団体名） �内容 

月1回 �様 �理容 

月1回 �傾聴ボランティア　様 �話し相手 

月1回第4水曜日 �様 �生け花クラブ指導 

月1回第4水曜日 �すぎなの会　様 �クラブ活動補助 

年2回 �一関歯科衛生士会　様 �歯科衛生指導 

年1回 �一関マッサージ師会　様 �マッサージ 

年1回程度 �一関二高JRC　様 �ふれあい活動 

年1回 �一関二高太鼓道場　様 �太鼓演奏 

年1回 �鳳舞会　様 �舞踊 

年1回 �一関民謡民舞愛好会　様 �民謡・民舞 

年1回 �一関社協　女性センタ一　様 �フラダンスショー 

年1回 �劇団ともえ座　様 �歌、踊り 

年1回 �藤の園　様 �歌、踊りなど 

年1回 �マジック同好会　様 �手品など 

随時 �菅原一座　様 �民謡 
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9，実習の受：け入れ状況

期　　　間 �施　設　名　　　　　学　校　名 

9月3日 �「介護体験」厳美中学校3年生　　　　　　　　　　　7名 

5月18日～5月29日 �「介護実習」仙台スポーツアンドリゾートl年生　　1名 

8月24日～9月4日 �「栄養士実習」岩手県立大短大・修紅短大　　　　　　2名 

12月14日～12月15日 �「介護体験実習」市職員　　　　　　　　　　19名×2日 

2月23日～2月25日 �「介護実習」一関学院2年生（インターンシップ）　　2名 

10，研修の実施状況

（1）膨
1．介護福祉士模擬試験

2．介護支援専門員模擬試験

3．柏寿会新人研修会（毎月1回全12回）

4．ケアマネ講習会

5．口腔衛生指導

6．ユニット発表会

施設職員

施設職員

法人職員・外部講師

法人職員

歯科医師、歯科衛生士

施設職員

（2）綾外研修
・元気ネットワーク研修会（5月ソエル花泉、8月福光園、12月福光園　2月福光園）

・食と手当と看取りの会　研修会（6月　熊本県）

・一関市地域パワーアップ支援事業セミナー（ビジネスマナー）（6月一関市　3名）

・腰痛予防出前講座（法人内研修）（6月　福光園）

・介護職員等医療的ケア研修（8－10月盛岡l名）

・介護支援専門員実務従事者研修（8－9月、1－2月　盛岡市2名）

・介護支援専門員専門研修課程I（6－7月盛岡市l名）

・介護支援専門員更新研修（11月1名　盛岡市）

・女性キャリアアップ講座（10月1名　一関市）

・新入社員社会人基礎力向上セミナー（10月　3名　一関市）

・デンマークセミナー（11月　3名　一関市）

・高齢者権利擁護推進委員養成研修会（11－1月1名　盛岡）

・安全衛生推進者養成講習（1月1名　一関市）

・在宅・介護領域における看護と介護の連携推進委員会（7月　東京l名）

・両磐ブロック研修会（11月ベリーノ）

・ユニットケア全国実践者セミナー（3月神戸市）

・老施協全国大会（10月1名　山形）

・全国老施協研究大会（11月香川県1名）
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