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○法人の基本理念

社会福祉法人相寿会は、社会福祉事業の公明かつ適正な実現の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全なる発展
を図り、安心して生活できる地域社会の構築に貢献する。

法人の基本方針

①自立支援　　　　　　　（人としての尊厳を守り、個人の自立を促す）

②社会共同連帯　　　　　（共に支え合う福祉へ）

③自由選択　　　　　　　（与えられるものではない選択できる権利を守る）

④利用者主体のサービス　（4つの権利の尊重）

⑤即応性・公平性・継続性（すぐに、誰でも、いつまでも）

○事業所概要

《特別費謹書人ホーム福光園アネックスの概要》

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）

・平成22年　4月　福光園、一関市萩確へ移転創設（定員51名）

・一関市真柴の福光園は「福光園アネックス」に名称変更となる（定員31名）

〃平成24年　3月　福光園アネックス19床増床（定員50名）

〃事業所名称　指定介護老人福祉施設　特別養護老人ホーム福光園アネックス（岩手0370900268）

・所在地　岩手県一関市真柴字武奈沢39番地

・電話／FAX O191－21－3141／0191－21－3140

・施設長　鈴木　佐知子

・開設年月日　昭和57年4月1日

“定員　入所サービス　定員50名

○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アネックス（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靖神的負担の軽減を図ることを目的と
する。

○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あ
う誠実で明るい生活援助・助言を行い、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。
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1＿　平成27毎唐の反省

【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。

（ひだまりユニット）

◎重点目標
・入居者様の気持ちに寄り添い、気持ちを大切に援助する。

実施項目 �実施項目への取組 �成果・反省 

1 �担当を中心 に個別対応 �・入居者様、ご家族様より 情報を得る。 �”ユニット会議またはその日の出勤者で問題点があれば話し合い、 
を充実す る。 �・ユニット会議で申し送り 事項を伝え、統一する。 �担当を中心に改善策を考えていた。 

2 �些細な変化 に気付くよ �・他職種と情報交換し、情 �・他職種との情報共有によりさらに視野が広がり、些細な変化に気 
う心掛け る。 �報を共有する。 �付けるようになった。 

3 �身なりを整 える。 �各居室にヘアブラシ、髭剃 りを準備し毎朝起床した際 に行う。口腔内清潔は食事 を摂られる方は毎食後に行 い、経管の方も毎食時に行 う。 �・その日により髭剃りが出来ていない時があった。口腔ケアは経営 の入居者様の口腔内の汚れが目立つ事もあったか、概ね口腔内を清 
潔に出来ている。 

（こもれびユニット）

◎重点目標
“統一事項を把握する。

・スピーチロックに気配りしたケアを行う。

実施項目 �実施項目への取組 �成果”反省 

1 �個々の意識 �・申し送り、統一事項を把 握。 �・申し送ったつもりになっている事があるので、ユニット内全員に 

伝える意識を持ちたい。 

・職員間で会霜百百了速で ノートを活用し再確認をす ると＿ “何故そうするのか、どう してそうなのか等理由を理 解する。 �“申し送りノートは活用出来てきてはいるが、口頭のみでの申し送 

を高める。 ��りもある為、確実にノートに記入する事を徹底したい。 

・未だに「どうしたら良いの？」と人任せにする職員がいるので、 

自分で考えて行動出来るようにしていきたい。 

2 �スピーチ ロックの理 解を深め、 ケアを見直 す。 �・毎月のユニット会議でス ピーチロックについて考 え、理解する。 �・言葉の暴力について勉強することが出来て良かった。 “日頃、気になっている言 葉や言い回しについて話し 合う。 �・スピーチロックについて1年間取組み、意識付け出来た。 

（せせらぎユニット）

◎重点目標
“入居者様が選択出来る環境を作る。

実施項目 �実施項目への取組 �成果“反省 

1 �入居者様が 選びやすい �・入居者様個人個人にあっ た声掛けを考え、職員間で �業務をこなす事でいっぱいになり、個々にあった声掛けは出来てい 

声掛けを行 う。 �申し送りを行い、統一す る。 �なかった。 

職員の判断 ではなく、 �・入居者様の好み、性格等 を把握する。 �全ては無いが把瞳出来ている事が増えてきている。 

入居者様の 自己決定の 機会を作 る。 �“意思疎通の困難な入居者 様は声掛けに対する反応、 �・居室で過ごされる事が多い入居者様には出退勤の時に挨拶をする 

表情の変化を観察し気持ち を汲み取る。 �ようにしている。 
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（そよかぜユニット）

◎重点目標
”家庭での生活と遜色ない生活を送ってもらえるようなサービスを行う。

実施項目 �実施項目への取組 �成果・反省 

1 �家庭との情 報を共有し 安心して利 �・可能な日は送迎に同行 し、ご豪族との関わりを持 ち情報を共有する。 �・送迎への同行は人員や時間のゆとりが無く、数回しか行えなかっ 

た。 

”前年度は忘れ物が多かっ た為、衣類”使用物を複数 �・忘れ物や返し忘れの回数は前年度より注意していた為、少なかっ 

用していた だく。 �名の職員で声を掛け合い確 認の徹底を行う。 �た。 

・他職種と情報を共有し統 一した介護を提供する。 �・情報共有が出来ていた所と出来ていなかった所があった。 

（医務）

◎重点目標
”入居者様、ご利用者様が安定した身体状態と心理状態を維持して生活出来るよう看護を提供する。

実施項目 �実施項目への取組 �成果”反省 

1 �感染症対策 �・各種会議や委員会を通し て感染症予院に関する啓発 を行う。 �・感染症予防に関する啓発活動やインフルエンザワクチン接極によ 

り、入居者様においては施設内でのインフルエンザ及びノロウイル 
ス等の惑染性胃腸炎の発症は『ゼロ』でした。今後も感染症の発生 
を予防した看護が提供出来るように努めていきたいと思います。 

〃報道や医療機関を通して 最新情報を収集し各職員へ 広報する。 �“2名の入居者様に瘡癖（ダニ）による皮膚感染が発重しましたが、各 
部署のご協力を得て適切な対応を迅速に行った事により拡散する事 

の徹底 ��無く最短期間で終息しました。同時にマニュアルも最新な物に更新 

し、今後に備えています。また、他のマニュアルも見直していく必 要があると思いました。 
・発生時には拡散しない為 の方策を迅速かつ円滑に行 う。 

2 �他職程との �・ユニット会議に参加する。 �“施設内の各極会叢や委員会、各ユニットの会議に諺加し、他職極 

との情報の共有と相互の協力体制の確立に努めてきました。今後も 
他職種の特色を尊重しながら、良好な連携が継続的に行えるように 

・多くの時間をご利用者様 �したいと思います。 ・一時、医務内での伝達が不十分で、介護職員等にご迷惑をかける 

連携に努め る。 �の傍らで過ごし、他職種と �事があったか、伝達に関する勉強会や新たな伝達方法を整備するな 
語睡的に情報交換を行う。 ・他職種と情報を共有し包 括的な援助が提供出来るよ うにする。 �どし、不備が改善されてきています。今後も職員相互の連絡体制の 

維持強化に努めたいと思います。 

3 �看護知識と 技術の向上 に努める。 �“仕事上必要と思われる研 修へ参加し、その内容を施 設内で活用する。 �・外部研修への参加は少なめであったが、必要な知識や新たな知識 

まインターネットや専門書などを通じ入手し、仕事に活かす事が出 
来たと思います。 
“個々に高めた知識や技術を共有する為の機会をもっと増やせたら 

・書物やインターネットを 活用して、必要な情報を入 手し活かす。 良かったと思いました。 

・医務介護等を通して情報 交換する。 

4 �施設内研修 を開催す る。 �・他職種から求められた事 �・ユニット内研修で、看護職員が講師をする研修会を開催出来まし 

た。今後も他部門で求められる医療知識などに関する伝達を行いた 
項に対する研修を行う。 �いと思います。 

・喀痍吸引と経営栄養に関する実地研修を円滑に実施（対応）出来た 

“喀痍吸引、経営栄養に関 する研修会の開催。 ・普通救命講習会の開催。 ので良かったと思います。 
・年1回実施する普通救命救急研修会を円滑に実施（対応）出来たの 

で良かったと思います。 

・その他、必要な事項に関 する研修会の開催。 
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（厨房）

◎重点目標
“入居者様の笑顔に繋げる食事作り。

・食中毒、誤境を防ぐ食事作り。

実施項目 �実施項目への取組 �成果・反省 

1 �一人一人の 嗜好を把握 �・入居者様、ユニット職員 とコミュニケーションを図 り、細かな情報を得る。 �夕食の配膳時や翌朝の食材配布の際、ユニットへ顔を出しコミュ二 

ケーションを図るように努めました。 

した食事の 提供。 �・入居者様の希望に沿うよ う代替食害での対応をす る。 �個々の嗜好を把握し、急な変更にも可能な限り希望に添うように対 

応しました。 

2 �安全、安心 な食事の提 供 �・加熱温度、冷却温度の確 認はもちろん全て衛生的に 取り扱う。 �危険な作業の再確認をし、衛生管理に努めました。 
・調理従事者の健康管理に 留意する。 �一人一人健康管理に気をつけました。 

“入居者様の爆下状態に合 わせた食事提供。 �入居者様の状態に合わせた食事形態で提供しました。 

2＿　入居者の状況

（1）市町村別入退居状況

前年 �度末入居者 ��l　　　入居 ���退居 ���1　27年度末入居者 

男性 �女性 �計 �男性 �女性 �計 �男性 �女性 �計 �男性 �女性 �計 

一関市 �14 �131！45 ��1419113 ���616112 ���113135148 

金ヶ崎町 �0 �010 ��101010 ���01010 ���101010 

大船渡市 �0 �313 ��101010 ���01110 ���101212 

岩手県　計 �14 �134148 ��1419l13 ���16l7113 ���113137150 

栗原市 �1 �2l3 ��101010 ���101212 ���111011 

気仙沼市 �0 �1212 ��01010 ���01010 ���lOllll 

宮城県　計 �1 �1415 ��101010 ���101212 ���111112 

合計 �115 �138153 ��1419l13 ���619115 ���114138152 

（2）月別入退居及び在籍状況

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

入居 �0 �0 �1 �0 �2 �0 �1 �1 �3 �1 �1 �3 �13 

退居 �0 �0 �1 �2 �0 �0 �2 �2 �2 �2 �1 �3 �15 

月末入居者 �150 �50 �150 �148 �150 �150 �149 �149 �150 �149 �49 �150 �1 

（3）退居理由

死亡 �長期入院 �希望退居 �計 
帰宅　1　入院　！他の施設 

男性 �6 �0 �0　　1　　0　　1　　0 �6 

女性 �8 �1 �0　　1　　0　　1　　0 �9 

計 �1　　14 �1　　1 �l　　O　　l　　O　　1　　0 �1　　15 

（4）年齢状況

65歳～ �70歳～ �75歳～ �80歳～ �85歳～ �90歳～ �95歳～ �100歳 �計 �平均年齢 �最高齢 �最低齢 

69歳 �74歳 �79歳 �84歳 �89歳 �94歳 �99歳 �以上 

男性 �1 �1 �1 �1 �5 �5 �0 �0 �14 �83歳 �93歳 �69歳 

女性 �0 �3 �3 �6 �9 �10 �7 �0 �38 �87歳 �99歳 �71歳 

計 �1 �4 �4 �7 �14 �15 �7 �0 �52 �86歳 � � 
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（5）入居前の居住状況

自宅 �病院 �グループホーム �老人保健施設 �その他の施設 �計 

男性 �8 �3 �1 �2 �0 �14 

女性 �24 �6 �3 �1 �4 �38 

計 �32 �9 �4 �3 �4 �52 

（6）身体障害者手帳の所持状況

視覚 �肢体 （上肢） �肢体 （下肢） �肢体 （連動機 能） �肢体 （体幹） �内部 �肢体 （上下肢） �計 

男性 �一種 �1級 �0 �0 �0 �1 �0 �1 �0 �2 

2級 �0 �1 �0 �0 �0 �0 �0 �1 

3級 �0 �1 �1 �0 �0 �0 �0 �2 

4級 �0 �1 �1 �0 �0 �0 �0 �2 

5級 �0 �0 �1 �0 �0 �0 �0 �1 

ニ種 �4級 �0 �0 �1 �0 �0 �0 �0 �1 5級 �1 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �1 

7級 �0 �1 �0 �0 �0 �0 �0 �1 

小計 ���1 �4 �4 �11 �1　0 �1 �0 �111 

女性 �一種 �1級 �1 �0 �0 �2 �1 �0 �1 �5 

2級 �0 �3 �0 �0 �1 �0 �1 �5 

3級 �0 �1 �5 �0 �0 �0 �0 �6 

4級 �0 �0 �1 �1 �0 �0 �0 �2 

二種 �4級 �0 �0 �0 �1 �0 �0 �0 �1 5級 �2 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �2 

6級 �2 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �2 

小計 ���5 �4 �6 �4 �2 �0 �2 �23 

合計 ���6 �8 �10 �2 �0 �0 �2 �34 

（7）医療負担区分状況

後期高齢者 �社保 �国保、健保、共済組 　∠ゝ 　　ロ �医療扶助 �計 

男性 �13 �0 �1 �0 �14 

女性 �32 �0 �1 �5 �38 

計 �45 �0 �2 �5 �52 

（8）外泊の状況

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

男性 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 

女性 �3 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0－ �0 �0 �0 �0 �3 

計 �3 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �3 

（9）在所期間

1年未満 �1年～ �3年～ �5年～ �10年～ �15年～ �20年～ �計 
3年未満 �5年未満 �10年未満 �15年未満 �20年未満 �25年未満 

男性 �3 �4 �7 �0 �0 �0 �0 �14 

女性 �9 �13 �9 �3 �1 �3 �0 �38 

計 �12 �17 �16 �3 �1 �3 �0 �52 
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（10）月別入所者延べ日数及び平均人数

延べ人数 �1日平均 �実利用率 

4月 �1，400 �46．7 �93．3％ 

5月 �1，393 �44．9 �89．9％ 

6月 �1，398 �46．6 �93．2％ 

7月 �1，509 �48，7 �97．4％ 

8月 �1，446 �46．6 �93．3％ 

9月 �1，319 �44．0 �87．9％ 

10月 �1，362 �43，9 �87．9％ 

11月 �1，245 �41，5 �83．0％ 

12月 �1，394 �45．0 �89．9％ 

1月 �1，484 �47．9 �95．7％ 

2月 �1，391 �48．0 �95．9％ 

3月 �1，448 �46．7 �93．4％ 

計 �16，789 �46．0 �91．7％ 

月別入所者延べ日数及び平均人数（震災での定員超過を含む）

延べ人数 �1日平均 �実利用率 

4月 �1，490 �49．7 �99．3％ 

5月 �1，486 �47．9 �95．9％ 

6月 �1，488 �49．6 �99．2％ 

7月 �1，602 �51．7 �103．4％ 

8月 �1，539 �49，6 �99，3％ 

9月 �1，409 �47．0 �93．9％ 

10月 �1，455 �46．9 �93．9％ 

11月 �1，322 �44，1 �88，1％ 

12月 �1，475 �47．6 �95．2％ 

1月 �1，546 �49．9 �99．7％ 

2月 �1，449 �50．0 �99．9％ 

3月 �1，510 �48．7 �97．4％ 

計 �17，771 �48．7 �97．1％ 
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（11）入・通院の状況

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

内科 � �12 �10 �8 �13 �12 �12 �13 �10 �15 �10 �10 �16 �141 

2 �4 �4 �1 �1 �1 �7 �5 �3 �4 �3 �3 �38 

整形外科 � � �1 � � � �3 �3 �2 �1 �1 �1 � �12 
0 

神経内科 � �1 �1 � �2 � �1 �2 � �1 �1 �2 � �11 
1 �1 �1 �1 �1 � �1 �1 �1 � � �1 �9 

泌尿器科 � �2 �4 �1 �7 �1 �1 � �6 � �2 �4 �6 �34 
“　一 �6 �5 �6 �4 �5 �9 �5 �5 �3 �5 �3 �4 �60 

1 �1 �1 �1 � � � � �4 

緩和 医療科 � �3 �5 �2 �4 �1 �1 �2 �1 �1 �2 �2 �2 �26 

〇　　一 � � �1 �2 � � � � � �4 �4 � �11 

4 �2 �2 �1 �4 �5 �4 �2 �1 �1 �1 �1 �28 

呼吸器 内科 � � �1 �1 �2 �2 �1 �2 �1 �1 �1 �2 � �14 

1 �1 �1 �1 � � � � �4 

婦人科 � �1 �1 �1 �2 �1 �1 �2 � �1 �2 �3 � �15 
0 

消化器内 　科 � �5 �7 �6 �5 �5 �9 �9 �6 �4 �4 �5 �4 �69 

1 �1 � � � � � � � � � � 

裾環講内 　規 � �3 �3 �10 �5 �5 �6 �4 �3 �4 �7 �5 �3 �58 

皮膚科 � �4 �1 �3 �4 �8 �3 �2 �6 �5 �1 � �3 �40 

．　　一 � � � � � � � � �6 �2 �3 �3 �14 

歯科 � �2 �3 �1 �3 �6 �2 �5 �5 �1 � �2 �1 �31 

精神科 � � � �1 � � � � � � � � � �1 
0 

心療内科 � �3 �3 �1 �3 �1 �2 �3 �1 �3 �2 �2 �3 �27 

脳神経内 　意L � �3 �5 �1 �3 �2 �7 �2 �2 �5 �1 � �3 �34 

脳神経外 　科 � � � � � � � � � � � � � �0 

0 

外科 � �1 � �3 �5 �4 �1 �1 �1 �1 �1 �1 �1 �20 

計 � �40 �45 �39 �58 �48 �50 �50 �44 �43 �35 �39 �42 �533 
ー　　－ �6 �5 �7 �6 �5 �9 �5 �5 �9 �11 �10 �7 �85 

7 �8 �8 �3 �8 �8 �14 �10 �5 �5 �4 �5 �85 
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（12）介護保険負担限度額

旧措置 �第1段階 �第2段階 �第3段階 �第4段階 �計 

男性 �0 �0 �2 �10 �2 �14 

女性 �1 �5 �26 �5 �1 �38 

計 �1 �5 �28 �15 �3 �52 

（13）要介護状態区分（震災での定員超過を含まない）

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 

男性 �0 �0 �0 �3 �8 �3 �14 �4．00 

女性 �0 �0 �1 �3 �11 �21 �36 �4．44 

計 �0 �0 �1 �6 �19 �24 �50 �4．32 

要介護状態区分（震災での定員超過2名）

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i介護 　唐 

男性 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 

女性 �0 �0 �1 �1 �0 �0 �2 �2．50 

計 �0 �0 �1 �1 �0 �0 �2 �2．50 
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月日 �共通行事 ��ユニット行事 

4月9日 �理容 ��各ユニットにて誕生会や季節の行事を行って いる。 

4月15日 �生け花クラブ 
4月22日 �総合避難訓練 
4月23日 �傾聴ボランティア 
4月24日 �理容 
5月14日 �理容 
5月27日 �避 �難訓鰊 
5月16日 �傾聴ボランティア 
5月28日 �ピアノ演奏会 
5月29日 �理容 
5月30日 �入居若様健康診断（新館） 
6月10日 �生け花クラブ 
6月12日 �理容 
6月17日 �物故者法要 
6月24日 �傾聴ボランティア 
6月24日 �避難訓練 
6月26日 �理容 
6月27日 �入居若様健康診断（本館） 
7月9日 �理香 
7月15日 �コーラス慰問 
7月22日 �避 �難訓練 
7月23日 �ピアノ演奏会 
7月25日 �福光園アネックス夏祭り 
7月28日 �傾聴ボランティア 
7月31日 �理容 
8月7日 �埋谷 
8月12日 �生け花クラブ 
8月19日 �カラオケ慰問 
8月20日 �理容 
8月25日 �傾聴ボランティア 
8月28日 �夜間召集訓練 

進 

9月4日 �実　　9頁穎 入居者様健康診断 
9月10日 �理容 
9月13日 �福光園アネックス敬老会 
9月16日 �メガネクリーニング 
9月16日 � �難訓練 
9月24日 �ピアノ演奏会 
9月25日 �理容 
9月29日 �傾聴ボランティア 
10月8日 �理谷 
10月14日 �生け花クラブ 
10月21日 �避難訓練 
10月23日 �理容 
10月26日 �傾聴ボランティア 
11月2日 �芋の一子汁を食べる会 
11月12日 �理容 
11月18日 �お茶会 
11月26日 �ピアノ演奏会 
11月27日 �理容 
12月9日 �生け花クラブ 
12月10日 �理容 
12月16日 �ワックスかけ 
12月18日 �理容 
12月25日 �傾聴ボランティア 
12月28日 �餅つき 
1月14日 �理容 
1月28日 �ピアノ演奏会 
1月29日 �理容 
2月12日 �型番 
2月24日 �生け花クラブ 
2月25日 �傾聴ボランティア 
2月25日 �理容 
3月10日 �理香 
3月22日 �理容 
3月24日 �ピアノ演奏会 
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頻度 �ボランティア氏名（団体名） �内容 

月1回 �傾聴ボランティア �ふれあい活動 

月2回 �様 �理容 

2か月に1回 �・様、　　　　様 �生け花 

年1回 �メガネの相沢様 �メガネクリーニング 

年1回 �薗科衛生士会様 �歯科衛生指導 

年1回 �マッサージ協会様 �マッサージ 

期間 �施設名・学校名 
5月12日（火）～　6月11日（木） �「介護実習」北日本医療福祉専門学校・・“2名 

6月　8日（月）～　6月12日（金） �「介護実習」一関高等看護学院”・”・・・2名 

6月29日（月）～　7月　3日（金） �「介護実習」一関高等看護学院・・〇・・・2名 

9月　1日（火）～10月　7日（水） �「介護実習」北日本医療福祉専Pl学校・・・2名 

9月　3日（木） �「介護体験」一関市立厳美中学校…　‥7名 

10月　5日（月）～10月　9日（金） �「介護等体験」盛岡大学““・“・”・・・1名 

10月13日（火）～11月　2日（月） �「介護実習」岩手県立一関第二高等学校・・2名 

12月14日（月）～12月15日（火） �「介護体験」一関市新規採用職員・”〇・10名 

6－　研修の実施状況
＜施設内研修＞
ユニット内研修　各ユニットで年間計画を立て、研修を行っている。
1．認知症ケアに関する研修

”認知症とは？種類は？発生の危険因子は？症状は？治療は？

2．プライバシー保護の取組に関する研修
・個人情報の保護について、プライバシーの権利について

3．身体拘束排除に関する研修
〃身体拘束がもたらす弊害。身体拘束とされる行為とは？介護保険上の規定。身体拘束廃止に向けた取り組み。

緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の対応。
4．医療に関する研修

・加齢に伴う身体機能、認知機能、精神機能の変化。瞭下障害に関する理解。

5．倫理及び法令遵守に関する研修
・柏寿会倫理規定について

6．感染症及び食中毒の発生の予防に関する研修
“感染症予防と食中毒予防について

7．事故発生時、事故予防に関する研修
”介護事故予防体制構築の為の理念、考え方。事故予防の為の体制整備のあり方。事故予防の為の手順、介護技術

施設外研修
・平成27年度「元気ネットワーク」第1回研修会　　　5月　8日
・平成27年度介護保険サービス提供事業所集団指導　　5月16日
・新入社員向けセミナー　　　　　　　　　　　　　　　　6月11日

「社会人としての基本的なマナーとコミュニケーション能力アップ」

栄養ケアマネジメント研修会
マイナンバー説明会
商磐ブロック職員研修会実行委員会
虐待防止研修
運転管理者等一般講習
平成27年度市長と話そう！
平成27年度一関市介護サービス事業所
トップセミナー

6月30日

7月　3日

7月27日

9月29日

10月　7日

10月22日

11月13日

平成27年度介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修会
11月16日～17日

11月24日～25日

平成27年度感染症予防対策研修会　　　　　　　　11月17日
平成27年度岩手県介護職員等医療的ケア研修（講師）11月25日
平成27年度岩手県介護職員等医療的ケア研修（講師）11月26日
平成27年度両磐ブロック職員研修会
衛生管理者等研修会
第15回気づさを築くユニットケア
全国実践者セミナー
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11月30日

2月26日

3月　　5日一一6日

ソエル花泉
県南広域振興局
一関図書館

アイーナ
北上市さくらホール
特別費護老人ホーム明生国
アイーナ
岩手県トラック協会総合研修会
一関図書館
一関市総合体育館ユードーム

ふれあいランド岩手
ふれあいランド岩手
一関地区合同庁舎

アイーナ
アイーナ
ベリーノホテル一関
ベリーノホテル一関

神戸学院大学


