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1．沿　革

ケアハウス老楽園は、平成17年3月12日、一関市萩荘大袋に開所しました。

利用定員20名、職員5名で事業を開始し、同施設内には、老楽園デイサービスセン

ターが併設されています。平成22年4月1日には、本部の福光園特別養護老人ホーム

が大袋に移転新築され、二階部分にケアハウス老楽園特定施設入居者生活介護（利用定

員20名）が増床されました。介護付きケアハウスの開所により、ケアハウスの入居者

にとっては、住み続けられるという安心感が強まりました。

平成28年3月31日現在、入居者は19名です。

2．事業の目的

身の回りのことが出来る程度の、自立した生活を送ることができるものの、加齢とと

もに、調理等に負担を感じつつある高齢者を対象とし、高齢者が安心して安全に生活で

きるよう、ゆとりのある食住を提供し、身体・健康面で自立した生活を、精神・心理面

で豊かで潤いのある生活を送ることが出来るように支援することを目的とする。

3．事業実施内容

①食事の提供
一日3食、基本的には食堂にて食べていただいています。欠食をする場合は、原則と

して前日17時までに届けを出していただいています。

給食委員会を2か月に1回行い、入居者の意見をもとに、職員、栄養士で食事につい

て意見や感想等話し合っています。また、ごはんについて語る会を2か月に1回行い、

栄養士と入居者5名程度、職員で食事についてお話ししています。

また、嗜好調査を6カ月に1回実施し、食形態や主食の量など、個人の嗜好や体調の

変化に合わせて、個別に対応しています。

月に1回夕食でお楽しみ献立の日を実施し、にきり寿司や茶わん蒸しなど普段とは違

った雰囲気を楽しんでいただいています。

②入浴の準備

ケアハウスには個室の浴室が2つ有り、午前中から夜まで予約制で入浴していただい

ています。予約のチェックは、浴室前のボードで出来ます。施設側で浴室の掃除、湯沸

しを行い、一人ずつ入っていただきます。

健康面やADL面で一人で入浴することが不安な方は、ヘルパーやデイサービスを利

用しています。入浴の介助でヘルパーを利用している方は20名中5名、デイサービス

でのみ入浴している方は3名です。
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③医療・生活等の相談

入居者から受ける相談内容として、健康の不安・通院に関すること、サービス利用に

関すること、人間関係に関することが多いようです。

健康についての不安は誰にもあるようで、内容に応じて通院を勧めたり、助言を行っ

たりしています。誰かに話を聞いてもらいたいということも多いようで、その都度対応

しています。

④通院の送迎

タクシーを利用した場合の金銭的負担を考慮し、平日の9：00～18：00はケア

ハウスで送迎を行っています。希望時間・予約時間になるべく合わせて送り、帰りはケ

アハウスに電話で連絡してもらい、その都度迎えに行っています。

通院が優先にはなりますが、希望に応じて、市役所や郵便局、自宅、買い物等への送

迎にも対応しています。

⑤緊急時の対応

体調の急変時は、かかりつけ医等医療機関やご家族と連絡を取りながら対応していま

す。

夜間は常時看護師と連絡が取れる体制をとっています。

⑥余暇活動の支援

毎月のクラブ活動（大正琴の歌の会、活け花クラブ、書道クラブ、レクリエーション）

では、ボランティアで外部講師の方に来ていただき活動しています。

その他、季節に合わせた行事（お正月、節分、ひな祭り、お花見、七夕祭り、紅葉狩

り、等々）や、買い物行事、外食行事などを行っています。

⑦介護保険サービスの仲介

介護認定の申請に関する相談や、ケアマネへつなげるお手伝い、その他生活の様子を

見ながら、相談・助言行っています。

ケアハウスに入居しながら、介護保険のサービスを利用されている方も多くいらっし

ゃいます。

4．当年度の目標の反省

豊かで張りのある生活を支援する

1．介護予防を視野に入れた日常生活支援

認知症予防や、行事のない時間の暇つISLにと、毎週月曜日に漢字と計算の問題を配

布し、翌週の月曜日に答えと次の問題を渡しています。

辞書等で調べたり、教えあったりして取り組む方、計算の問題のみ取り組む方など、

それぞれ自分のやり方で取り組んでいます。また、普段の話題の1つにもなっているよ
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うですので、今後も継続していきたいと思います。

今年度もほぼ毎月外食行事を企画しました。どこかへ行くのは億劫でも、外食なら参

加するという方もいるようです。参加者も多く好評で、おいしいものを食べて気分転換

できたり、短い時間でも外出したことで自信になることもあるようです。

入居者同士のかかわりのきっかけの提供として、夏期間不定期に行うかき氷や、おや

つ作り、外出等の行事などを行っています。あまり話をする機会がない方同士もお話し

をする機会になっているようです。

今後は皆で草取りや園芸など行う行事も計画していきたいと思います。

2．健康管理支援

入居者の約半数が90代となり、認知症の方も多くなってきているため、健康管理の

支援が重要になってきています。各居室の温度・湿度の管理をはじめ、薬の管理や通院

日の調整など、これまでは各自行ってきた部分についても支援が必要な方が増えてきて

います。

傷の処置や軟膏塗布、目薬等毎日の対応が必要な方も多くなっており、看護師やケア

マネ、デイ、ヘルパーとも相談しながら行っています。

体調の変化がみられる際、ご本人から体調の不安が聞かれる際には早めに通院してい

ただくようにしています。

ご家族や地域とのつながりを大切にする

1．一関夏祭り、外食等地域とかかわる機会を継続して設ける
一関夏祭りの花火観覧などの地域の行事への参加や、毎月のように行った外食行事を

通して地域の方とお話したり、助けていただいた場面がたくさんありました。毎年外食

に行くお店では、覚えてくださって何かと声をかけていただき、入居者もお話しをする

ことが楽しみになっているようです。

なるべく外に出て行くことで、入居者が地域とのつながりを持ち続けていくこと、地

域の方に『ケアハウス』がどのようなところなのかを知っていただくことで、地域の資

源として認識していただくことにつながればと思います。

2．行事やクラブ活動などで、ご家族や地域の方に来ていただく機会を設ける

定期のクラブ活動では、それぞれボランティアで講師の方にきていただいています。

活動そのものだけでなく、講師の方とお話したりする時間も楽しみになっているようで

す。

夏祭りや敬老会では、多くのご家族にご参加いただいています。一緒に歌ったり、ご

飯を食べたりとなごやかな雰囲気でご家族と入居者の皆様がゆっくり過ごすことので

きる時間になっているようです。入居者から「久しぶりに家族とお祭りができてうれし

かった」との声もあり、一緒に楽しんでいただけるような企画をしていきたいと思いま

す。
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特定施設との協力体制の整備

1．合同での余暇活動

定期のクラブ活動（レクリエーション、活け花クラブ、書道クラブ、大正琴の歌の会

など）を合同で行っています。それぞれなごやかな雰囲気で行われています。
一般型から特定施設へ移った方もいるため、ときどきお話をしに訪ねたり、合同の行

事の際にお話をしたりと交流が続いているようです。

2．送迎体制の整備や緊急時の対応の再確認・周知

送迎に関しては、予定外の通院が発生しても連絡を取り合って行っています。緊急時

の対応については、その都度看護師や医療機関と連絡をとり対応しています。

関係機関とのスムーズな情報の共有化

デイサービスやヘルパーからの申し送りで、体調の変化に気づいたり、通院につなが

ることもあり、お互いに情報を共有することの大切さを感じています。

こちらからも状態の変化があった場合デイやヘルパーへ申し送りをしていますが、遅

くなったり、抜けていたりといったこともありました。

的確に申し送りが行えるように、どういう場合、いつ・どこに・どの範囲で情報共有・

申し送りを行うか再検討していきたいと思います。

5．入居者の状況

（1）月別利用状況及び充足率

月 �月初利用者数 �入所 �退所 �月末利用者数 �充足率 

4 �20 �0 �0 �20 �100 

5 �20 �0 �0 �20 �100 

6 �20 �0 �1 �19 �100 

7 �19 �1 �0 �20 �99．7 

8 �20 �0 �0 �20 �100 

9 �20 �0 �0 �20 �100 

10 �20 �0 �0 �20 �100 

11 �20 �0 �0 �20 �100 

12 �20 �1 �1 �20 �99．7 

1 �20 �0 �1 �19 �98．2 

2 �19 �0 �0 �19 �94．8 

3 �19 �1 �1 �19 �95．5 

計 �237 �3 �4 �236 �99．0 
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【退居理由】

①老楽園特定施設へ（ADLの低下）　2名

②他介護施設へ　　　　　　　　　　　　2名

平成27年度の退居理由は上記の通りです。4人ともADLが低下し、介護が必要に

なっての退居となっています。

入居された3名中、一人暮らしをされていた方が1名、家族と同居されていた方（日

中独居含む）が2名です。

子どもがいない方や子どもがいても遠くに住んでいる方など、周囲に心配されたり、
一人暮らしが不安、または難しくなって入居に結びつくことが多いようです。

（2）入居前住所別利用者数 〔平成28年3月31日現在〕

入居前住所 �人数（名） �入居前住所 �人数　（名） 
一関市 �13 �仙台市（宮城県） �2 

平泉町 �1 �東京都 �1 

奥州市 �1 � � 

石巻市（宮城県） �1 �計 �19 

一関市外からの入居者5名のうち、住所地特例の対象者は2名となっています。3

名が対象外なのは、ケアハウスでなく子どもや親戚宅に住所をおいていたり、住所変更

をしていない方もいるためです。

入居者20名中、ケアハウスに住所を移している方は8名です。自宅やアパートを引

き払って入居される方はケアハウスに住所を移すことが多いですが、自宅がある方は住

所を移さない傾向にあります。

（3）年齢別・男女別利用者数 〔平成28年3月31日現在〕

年齢（代） �男性〔名〕 �女性〔名〕 �計〔名〕 

60歳 �0 �1 �1 

70歳 �2 �3 �5 

80歳 �2 �5 �7 

90歳 �0 �6 �6 

計 �4 �15 �19 

※入居者の平均年齢

〔男性〕　81．6歳　　〔女性〕　86．6歳
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（4）年齢別介護度の状況　　　　　　　　　〔平成27年3月31日現在〕

～69 歳〔名〕 �70～ 74歳 〔名〕 �75～ 79歳 〔名〕 �80～ 84歳 〔名〕 �85～ 89歳 〔名〕 �90歳～ 〔名〕 �計〔名〕 

自立 �0 �0 �3 �0 �1 �1 �5 

要支援1 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 

要支援2 �0 �0 �1 �0 �3 �1 �5 

要介護1 �0 �0 �1 �0 �1 �2 �4 

要介護2 �1 �0 �0 �0 �0 �0 �1 

要介護3 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 

計 �1 �0 �5 �0 �7 �6 �19 

平均介護度　0．93

（5）介護サービスの利用状況 〔平成28年3月31日現在〕

介護度 �人　数 �利用なし �ヘルパーの �デイのみ �ヘルパー・ �サービス利 

み利用 �利用 �デイ併用 �用者計 

自立 �5 �4 �0 �1 �0 �1 

要支援1 �2 �2 �0 �0 �0 �0 

2 �5 �0 �4 �0 �1 �5 

要介護1 �4 �0 �2 �0 �2 �4 

要介護2 �1 �0 �0 �0 �1 �1 

要介護3 �2 �0 �1 �0 �1 �2 

計 �19 �6 �6 �1 �5 �13 

介護保険サービスの利用状況として、要支援2以上の方は全員がデイ、またはヘルパ
ーを利用しています。

ヘルパーの利用内容は、居室の清掃・入浴の付き添い・介助、通院の付き添いが主で

す。また、朝・夕の着替えや軟膏塗布といった処置での利用、ヘルパーの他に訪問看護

を利用されている方もいます。

通院時ヘルパーの付き添いが必要になった方が増えています。認知症のためや身体的

に不安があるための利用となっています。

デイサービスは6名中、週1回利用が2名、週2回利用が3名、週3回利用が1名と

なっています。

（6）通院の送迎回数

ケアハウス職員が病院に送迎した回数（往復で1カウントする）

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

名 �53 �49 �52 �47 �49 �37 �41 �44 �31 �31 �45 �45 
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年間合計　524回

平日の9：00～18：00送迎対応行っています。適宜通院が出来る安心感は高いようで

す。

内科・整形・眼科・耳鼻科・歯科・・・と各科に通院している方も少なくなく、診察

の他、点滴のみ・注射のみ・電気かけなどに通っている方もいます。

この他、通院以外の送迎にも対応しています。

6．行事の実施報告

年　月　日 �行事内容 

平成27年4月16日 �入居者親睦会総会 

21日 �お花見ドライブ 

24日 �観桜会 

25日 �フラワーフェスティバル見学 

5月10日 �母の日 

21、25日 �外食「フロールカフェ」 

6月4日～ �七夕飾り作り 

5日 �うめ寒天づくり 

19～20日 �温泉旅行「つなぎ温泉　紫苑」 

21日 �父の日 

26日 �一関ハンドクラフト展見学 

7月2日 �笹飾り付け 

3日 �あじさい園見学 

18日 �老楽園夏祭り（ケアハウス・特定合同） 

28、30日 �外食「泉橋庵」 

8月7日 �一関夏祭り花火大会 

18、20日 �外食「スシロー」 

27日 �入居者健康診断 

9月10日 �お月見おやつ会 

9月14～30日 �敬老会作品展示 

20日 �敬老会 

27日 �とうふ祭り 

14日 �敬老会 

10月2日 �お話し会 

8日 �焼き芋会 

13、15日 �紅葉ドライブ 

22、27日 �外食「海老徳」 

23日 �いものこ掘り 

11月5日 �いものこ会 
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10日～ �干支の押し絵作り「申」 

17、26日 �外食「中華中村」 

12月1日 �ツリー飾り付け 

5～6日 �ワックスがけ 

10、17日 �外食「松竹」 

24日 �クリスマスランチ 

25日 �みずき飾り、もちつき 

26日 �忘年会「古戦場」 

1月8日 �初詣「毛越寺」 

11日 �新年会 

28、30日 �外食「海老徳」 

2月3日 �節分豆まき 

5日 �ひな人形かざり 

8日 �厳美もちバイキング 

17、26日 �外食「丸美食堂」 

3月3日 �ひなまつり 

5日 �ひな人形片付け 

17、20日 �外食「松竹」 

その他、各種クラブ活動、買い物（月2回）、歌の会（大正琴）、常会、居室整理、園長

の日、移動販売、特別（個別）ドライブ等

7．ボランティア等受け入れ状況

①定期クラブ活動講師

書道クラブ

活け花クラブ

歌の会（大正琴）

レクリエーション

②その他

お話会

市役所新採用職員実習

様　（月1回）

様　（不定期）
・様　（月1回）

：様　　（月2回）

様

12月14～15日　各日1名

8．研修実施状況

10／30　ケアハウス部会1名

3／15　デンマーク式地域包括ケアシステムを学ぶ1名

9



9．事故等報告

転倒　2件

10．まとめ、考察

〇人退居について

平成27年度は退居者4名ともがADLの低下による介護付き施設への入居でした。

自立型の施設であるケアハウスにとって、どの段階で介護付き施設へと移るか　は常

に大きな課題です。介護が必要な状態であっても、その方の状態にあった入居先がある

か、空きがあるか、また本人や家族がどのように考えているかによっては、移行が難し

い場合もあります。

入居者の高齢化も進み、ADLの低下が見られる方も多くなってきたなか、　サービ

ス利用とケアハウスでどのような対応ができるか、どこまで対応すべきかは今後も課題

です。

入居申し込みをされる方の傾向としても、以前に比べるとADLに不安があったり、

軽度の認知症がある、医療的ケアが必要な方が増えてきています。これまでのように緊

急時の対応など何かあった時安心、というだけでなく、介護度は軽いもののサービスで

はカバーしきれない部分の支援がケアハウスに求められてきているようです。

○入居者からの相談

集団生活ですので、人間関係の悩みも多く、話しを聞いたり、必要に応じて職員が対

応することもあります。普段から入居者の話に耳を傾け、入居者同士が適度な距離感で

気持ちよく暮らしていくお手伝いをしていけたらと思います。

その他、今後についての不安や家族のこと、これまでの自分のことについてなど話を

聞いてほしい、一緒にお茶を飲みながら話をしたいという方も多いようです。ゆっくり

話を聞く時間がとれないこともありますが、何かのときには力になってくれる人がいる

と思ってもらえるような関係を作っていければと思います。

また、軽度の認知症の方が増えてきており、ほんの少し前のことを忘れてしまったり、

物がなくなったと思い込んで不穏な様子が見られたりするため、入居者間の関係に影響

することもあるようです。

その都度対応していますが、ご家族やケアマネと相談し、受診等勧めるなどの対応を

するとともに、認知症の方が安心して暮らせるような生活の工夫や、声掛けを行うよう

にしています。

薬の管理が難しいといった相談や、薬が合わないのではないかといった不安も多いよ

うです。薬の管理については、一包化やお薬カレンダーの利用を勧めたり、必要に応じ

て施設で管理し、食後に渡しています。

○通院の付き添い

昨年に引き続き通院の付き添いが必要になった方が増えており、現在ヘルパー付き添
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いで通院している方が5名、家族付き添いで通院している方が4名と、あわせると全体

の約半数になっています。

付き添いが必要な方の場合、定期通院以外に急な通院希望があった場合の対応が課題

です。

01日の過ごし方について

入居者にとっては、居室の掃除、洗濯、お風呂、食事、通院以外の時間をどう使うか

は引き続き大きな課題のようです。

1日3食食事が提供されることで、買い物・調理・後片付けといった家事負担の軽減

により、時間を持て余してしまうことがあるようです。

「することがなくて退屈」という声が聞かれることも多く、行事には参加するが、そ

れ以外は特にすることがないという方もいるようです。

入居者同士が自然と集まって話をしたり、お茶を飲んだりできるようなきっかけ作り

を行っていければと思います。

11


