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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。

年度末の平成28年3月31日現在、入居者は20名。

2．運営方針

事業の目的

要介護状態となった場合でも、その利用者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活の支援、機能訓練を行うことに

より、利用者の心身機能の維持及び利用者の家族の身体的負担の軽減を図ることを目指す。

又、個々の尊厳を重視することで、自分らしさや生きがいの構築をサポートしていく。

3．事業実施内容

①食事の提供

共通して

・給食委員会は、隔月に実施しています。その他、要望が出た毎に栄養士に伝え、より美味しい食

事を提供出来るよう努めています。

・認知力の低下、体力低下等により、食事を上手く摂れない方には、食形態の変更、補食をするこ

とでカロリー摂取量を増やす事が出来ました。今後も健康に留意した食生活が出来るよう支援して

いきます。

・個々の嗜好がハツキリされており偏食や好き嫌いが多く、全ての好みに合った食事の提供は難し

く、代替食やおかずの購入、外食等で楽しみを作っています。また、不定期ですがユニットでの食

事作りを行い、食への楽しみを持って頂けるよう取り組むことが出来ました。

おらえ

・食事中の何気ない会話をただするのではなく『今、食べたい物』を探りながら行事企画をしたり、個

別のドライブで食べられるよう心がけています。本当に食べかった物を口にした時に「ああ～これ食

べたかったんだあー。」と本当に嬉しそうな表情を見せて下さるので、職員も楽しみながら準備して

います。

・パン食を好まれる方が増え一日1食をパンにしている方が数名いらっしゃいます。糖尿病を抱えて

いる方には菓子パンは提供せずロールパンで統一。菓子パンを食べ続けている方は医務と連携し

通院時に栄養バランスをチェックし、好きなものをこれからも食べ続けることが出来るよう支援してい

ます。

CASA

・入居者様それぞれの疾病の為、塩分制限食や脂質制限食など、食事制限の方が多くなっていま

す。厨房との連携で代替え食や味噌汁での調整等行っていますが、ご本人がそれを理解すること

が難しい時があります。食べたいけれど食べられない辛さ、ご本人は食事を生活上の楽しみに思っ

ていることをスタッフが理解し、ご本人やご家族と相談の上で対応していくことを継続していきたいと
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思います。また、塩分制限の方の為に減塩の調味料の使用を開始しています。

・食欲が無く食べられない方については毎回声掛けをし食べて頂けるようにしたり味噌をご飯に塗

ったり、食べることを面倒に思ってしまう方にはご飯ではなくおにぎりにしたりと、どうしたら食べて頂

けるか？何故食べて頂けないのか？等をスタッフ間で話し合い、出た意見については、まずは試し

てみることから始めるようにしています。

・温かいものは温かく、冷たいものは冷たく食べて頂くように、盛り付けをギリギリにとしたり、盛ってか

らも冷めないようにラップをする等工夫をしています。「あっつい味噌汁はいいね－！」と入居者様

からも喜びの声が聞かれています。盛り付けや、刻み方もきれいに見えるように努めています。

・フキノトウを採りに行って天ぷらにする、柿を剥いて干し柿を作る、桜餅を作る…等、スタッフと一緒

に行うことで、食べるだけでなく作ることでも季節を感じて頂けるようにしています。

②入浴

共通して

・入浴時に身体チェック表を活用、内出血や傷等服を脱いで分かる体の変化を見逃さず、また内出

血や傷・皮膚疾患の状態を継続して観察することが定着してきています。

・快適に入浴して頂けるよう、入浴剤の活用や市販のシャンプー・リンスを購入して、選んで使えるよ

うにする事が出来ました。また、入浴時の会話も大切にし、普段は言えないことも話して頂けていま

すが、時間に追われての入浴時には、どうしても会話が簡素になってしまうこともあり反省点です。

・どちらのユニットも日勤帯のみの出勤者がおり、そのスタッフが入浴支援すること多い現状があり、

入浴時の状態を全スタッフが細かく把握することが難しい場合がありました。身体チェック表やケー

ス記録を随時見ながら、「分からなかった」がないよう努めていきたいと思います。

おらえ

・女性対応希望の方が半数と多い状況ですが、希望通り入浴して頂いています。羞恥心がみられる

ので、尊重しながら今後も対応していきます。

・日勤帯に出勤者が増えたことにより、お風呂が好きな方はほぼ希望通りに入浴していただいてい

ます。急遽入りたくなったとの要望にも応えることが出来るようになりました。入浴している時間をコミ

ュニケーションを図る重要な場として考え、心身ともにリラックスできる空間、時間作りをしていきま

す。

CASA

・入浴剤の使用を継続、その方それぞれでお気に入りの入浴剤があったり、その日の気分で決めて

頂いたりしています。好みの香りや色でリラックスして入浴して頂けています。

・ゆっくりと入浴して頂けるようにしていますが、時間に追われて入浴してしまうこともありました。まず

はスタッフがゆとりを持って、会話を大切に、入浴を楽しんで頂けるよう支援していきます。

・勤務の都合上、入浴支援をするスタッフがほぼ固定化しています。対応が統一出来、前回入浴時

との比較を出来るメリットもありますが、他スタッフがたまに対応に入った際に、入浴後の処置や対応

の仕方が変わっていて対応しかねることがあります。今後も身体状態表を使用し、処置や傷の把握、

統一を対応していくようにします。

③　生活相談・健康相談

共通して

・生活相談については、担当が主となり、複雑な人間関係を理解した上でお互いに気持ち良い生

活、人間関係を保てるよう努めましたが、担当スタッフへの依存が強い方もいらっしゃるため、担当

以外のスタッフも積極的に関わりを持っていきたいと思います。
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・通院の付添い・送迎に関して、定期通院以外に、ご本人、ご家族の要望により、又健康管理の面

から、随時希望の病院への通院送迎をしています。ご家族との通院の場合にも付添いのご希望が

あれば、介護のお手伝いをしています。

・他部署との連携を大切にし、通院送迎が以前よりスムーズに行えるようになりました。

・健康相談については、看護員による定期バイタル測定の実施、毎日2回の定期検温により早期に

変化に気づき、通院に繋げる事が出来ました。体調の不調を訴えることが難しい方は、「いつもと違

う」に気づける観察力を身につけられるよう努力していきます。

おらえ

・認知症の方とそうでない方の共同生活なので、人間関係で難しい状況が続いています。トラブル

を未然に防ぐ為、関係性に考慮してスタッフが間に入るようにしています。暴言や暴力を未然に防

げるよう距離感を考えながら対応していきたいと思います。

・入居者様の入れ替わりが多く、新しく担当になった職員は駆け出しの段階です。困っている時に

は担当が中心でさりげなくお手伝いさせて頂き、顔見知りになる事から始めています。焦らずゆっく

りとその方を知ろうとする姿勢を身につけ、寄り添うことで『あの人が居れば安心』と心の支えになれ

るよう努めていきます。

・ご家族様が面会に来園された時には、近況や状態を報告しています。ケースバックでは伝えきれ

ない部分を直接会話で共有することにより、些細な変化を通院時に医師へ相談することができまし

た。スタッフ誰もが対応出来るよう、それぞれスキルアップに努めます。

CASA

・気が合わない方の言動を気にされ、それをストレスに感じてしまう方がいらっしゃります。お互いに

気持ち良く生活して頂く為、出来る限り生活空間を分けて過ごして頂くように支援しています。お互

いそれぞれの生活を大切に、相手に気を使って好きなことが出来ない…という事の無いように、スタ

ッフとの関わりをもちながらその方にあった楽しみを提供するようにしていきます。

・身体介護に時間を取られてしまい、日常的に会話をすることはありますが、心の奥の不安や不満

をゆっくり聞く機会が減っています。日中の業務中はどうしても難しいので、散歩・ドライブ・入浴時

など、担当を中心に、1対1で話せるときに、何かありませんかと声を掛ける等、気兼ねなくスタッフに

想いを伝えられる環境を作れるようにします。

・健康に関する支援が以前に比べ増えていることもあり、調子はどうですか？とスタッフからさりげな

く聞くことが出来るようになっています。不調を上手く伝えることが難しい方も多くいらっしゃるので、

普段の表情やしぐさをよく観察し、いつもと違う時には看護員や他スタッフと確認、相談し、通院等

を迅速に行えるように努めています。

・自分からいろいろ話してくれる方の支援が優先になってしまっているので、自分から上手く想いを

伝えることが難しい方は、今までの生活歴や性格等を踏まえ、担当が中心となって想いをくみ取り、

支援していくことに努めます。

④　余暇活動の支援

共通して

・ダイバージョナルセラピー（DT）を通し、その方が本当に望む暮らしについて考え、個々に合わせ

た余暇活動のプランを計画しそれに基づいて実施しています。モニタリングも3か月に1度行い、本

当に楽しんで頂けているのか、その方に合った支援なのか、DT委員と担当で見直す機会も出来て

います。

・季節感を大切にし、外へ出かけて花を見る、野草を収穫する等、本物を自分の五感で感じて頂く
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機会を作ることが出来ました。入居者さん達にも好評でした。

・個別にご本人の希望に沿った外出行事を行っています。

・充実した時間を過ごして頂けるように、種々のクラブ活動（大正琴と歌の会、書道クラブ、レクリエー

ション、民謡の会）をケアハウスと合同で提供していますが、参加で出来る方が少なくなっており、ク

ラブ活動に活気がなくなってしまいました。今後クラブ活動の見直しをしていきたいと思います。

・入居者様の経歴を活かし、活け花の講師として毎月1回指導を頂いております。

おらえ

・個々のDTプランに基づき、毎日一つでも好きな事が出来るようにしています。自発的に余暇活動

をしている方と伝えることが難しい方では必然的に取り組み回数に差が出てしまっている状況です。

そこの点をどう埋めていくか、DT活動が行えるよう業務の見直しを行い、充実した生活を送れるよう

に工夫しています。

・冬季間以外は外へ散歩に行く機会が多く持てました。施設の外へ出かけ、暑さや寒さ、景色の変

化を肌で感じられる時間を大切にしてきました。冬期間は園内の散歩や制作活動等を多く実施して

います。

・スタッフや入居者様同士でのコミュニケーションが増え、それぞれ程よい距離感を持って過ごすこ

とができるようになっています。

CASA

・ユニット玄関の鍵を毎日9時から18時半まで開け、自由に散歩や事務所に行って頂けるようにな

りました。

・入居者様の笑顔が見たい、自分が思い描く生活をして頂く為にお手伝いをさせて頂くという気持

ちで支援させて頂いています。「○○に行きたい」「○○食べたいなあ」という話をして下さる方も増

え、出来る限り希望を叶えられるよう、入居者様やスタッフと相談しながら支援しています。

・集団での外出は入居者様それぞれのペースがあり難しいことも多いので、担当を中心として個別

のドライブを企画しています。出勤スタッフの多い日、入居者様の調子が良い時、時間が空いた時、

事前に立てる計画だけでなく、その日の入居者様の状態をみて企画することもあります。個人での

外出となると、スタッフとゆっくり話をする機会が増え、良い気分転換になっているようなので、今後

も継続していきます。

・高齢化が進み、体力低下により長時間の外出が難しくなっている方、塗り絵や読書等以前は好き

だったものも集中力が無くなってきた方いらっしゃいます。体調と相談をしながら楽しみを持って頂

ける工夫をし、出来る楽しみを探して支援していきます。

・外出が難しい方もいらっしゃるので、書道や歌クラブ等、少し時間が空いたときに室内で出来る活

動を行う機会をもう少し増やしていくことが課題です。

⑤　疾病や災害等、緊急時の対応
・身体の悪化や健康状態の対応としては、ナースコールでの対応、看護員の判断による通院、急変

時の救急車への連絡と、迅速な対応を心がけ、夜間看護師不在時の対応もマニュアルに基づきス

ムーズに対応出来るよう、勉強会を開催し再確認していきたいと思います。

・AED（自動対外式徐細動器）を設置しております。未だ使用する機会はありません。ケアハウス・

福光園と協力体制を整え、急変時の救急搬送や災害時の対応を速やかに出来るようにします。

・災害時の緊急対応については、避難訓練を実施し、災害時できるだげ慌てず対応出来るよう備え

て行きます。また、防災グッズの置き場を整理、災害時には速やかに使用できるよう点検も怠らず行

っていきたいと思います。
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4．当年度の目標の反省

重点目標の反省

①ダイバージョナルセラピーでは、個人プランに基づいての支援を実施しています。外食や外出等

はもともとの馴染みの店へ行ったり、食べたいものを聞いて店を探し、食べに行く等。目的を持っ

た外出の支援に努めています。また、生け花やお茶会を行う等、毎日ではなくとも、趣味や特技を

生かした活動にお誘いする、それに向けた買い物をするなどの支援を行っています。体調や認知

症の進行により今まで出来ていたことが難しくなっている方へは、今の状態で出来るようなアプロ

ーチを考えていくことに努めます。

②ケア向上委員会を中心に、スタッフがチームとして支援をしていけるような勉強会、目標を立てて

の取り組みを行ってきました。日々状態や対応が変化することが多く、その時に疑問に思ったこと

はすぐスタッフ間で話し合い、他職種での相談を行い、申し送りノートを活用するなどしてケアの

統一に努めています。

③転倒事故に関しては、ケアプラン見直し毎に転倒事故リスクアセスメントをチェック、その方の危険

度を把握し、リスク軽減に努めることが出来ました。しかし、環境の整備・離床センサーの活用等工

夫していても、スタッフが見守り出来ない時の転倒が続いており、今以上の対策を立てられない現

状もあります。また、自立した生活を送られている方の内出血等の怪我は防ぐこと難しく、注意喚

起をしながら早期発見出来るよう観察力を身につけていきたいと思います。

④　ケアハウスやデイサービスと連携し、通院送迎や外出企画時には車両をスムーズに手配すること

が出来るようになりました。緊急時の連絡体制は、新人スタッフも入ったため、改めて周知、いざと

いう時に困らないよう確認を怠らないよう努めていきます。また、ケアハウスとの合同行事やクラブ

活動について、連携は出来ているものの参加して楽しめる方が少なくなっている現状もある為、今

後は見直しも必要と考えています。

その他

・両ユニットリーダー会議を毎月実施すること計画していましたが、勤務が合わないこと多く、毎月の

実施が出来ませんでした。今後は勤務が合わない時にも工夫し実施、職員の意識統一を図る為、

コミュニケーションを活発に、目標に向け、スタッフ全員が足並みを揃えられるよう、報告・連絡・相

談を徹底して行きたいと思います。

・生涯担当として、その方を理解し、担当として何を求められているのか話し合い改善していきます。

日々の暮らしの中で会話や関わりを大切にし、心の不安や不満等に寄り添えるよう、立場に立った

支援を目指していきたいと思います。

・機能訓練については、毎月のリハビリ委員会を実施出来ない月がありました。毎日の生活の中で

出来ることも多いので、メニューにとらわれず体を動かしながら、心身の健康を維持できるよう努めて

いきたいと思います。メニューに関しては日常生活で出来る生活リハビリを取り入れ、ストレスなく行

える工夫が出来ました。

5．人退居の状況

（1）入退居状況

平成27年度中の入居者　　3名

平成27年度中の退居者　　4名　　　【退居理由】①死亡退居3名　②入院加療l名

平成28年度末の利用者　19名
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（2）月別入退居状況及び充足率

月 �月初利用者数 �入居 �退居 �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 �95 

7 �20 �1 �1 �19 �95 

8 �19 �1 �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 �100 

1 �20 �0 �0 �20 �100 

2 �20 �0 �0 �20 �100 

3 �20 �0 �1 �19 �95 

計 �239 �3 �4 �237 �98．75％ 

（3）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 �計〔名〕 
一関市 �16 

八幡平市 �1 

大船渡市 �1 

宮城県気仙沼市 �2 

計 �20 

（4）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〕 
～69’ �2 �0 �2 

70－79 �2 �0 �2 

80－89 �2 �6 �8 

90－99 �1 �6 �7 

100～ �0 �0 �0 

計 �7 �12 �19 

（5）平均年齢　　　　　　　　　　　　　　　　　〔平成28年3月31日現在〕

男性 �女性 �男女 

平均年齢 �75．8 �89．9 �平均年齢　84．7 

最高年齢 �・91 �96 �最高年齢　96 

最低年齢 �54 �85 �最低年齢　85 
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（6）手帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔平成28年3月31日現在〕

性別 �種 �級 �肢体 �視覚 �聴覚 �内部 �複合 �計 

男 �一種 �1級 �1 �1 �0 �0 �0 �1 

2級 �2 �0 �0 �0 �0 �2 

3級 �1 �0 �0 �0 �0 �1 

女 �一種 �1級 �1 �0 �0 �0 �0 �1 

計 ���5 �1 �0 �0 �0 �6 

6．入院・通院の状況

ケアハウス職員が病院に送迎した回数（送迎で1カウントする）

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

通院 �40 �39 �47 �48 �40 �47 �39 �45 �43 �40 �45 �53 �524 

入院 �1 �1 �1 �3 �2 �1 �12 �3 �2 �5 �1 �2 �21 

往診 �0 �0 �0 �0 �3 �1 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 

訪看 �0 �0 �0 �0 �1 �2 �1 �0 �1 �2 �2 �2 �ll 

7．介護度の状況　　　　　　　　　　〔平成28年3月31日現在〕

男 �女 �計 

自立 �0 �0 �0 

要支援l �0 �0 �0 

要支援2 �0 �0 �0 

介護度1 �1 �4 �5 

介護度2 �2 �1 �3 

介護度3 �l �1 �2 

介護度4 �1 �5 �6 

介護度5 �0 �3 �3 

計 �5 �14 �19 

平均介護度 �2．4 �3．1 �2．9 

8



8．行事の実施状況

月 �おらえ �CASA �個人活動 

4 �お花見ドライブ（随時） �お花見ドライブ（随時） �歌の会外出書道 活け花レクリエーション 買い物外食美容院 料理おやつ作り 誕生会 

17日ドライブ �5日9日10日13日 

21日合同ピクニック（花見） �21日合同ピクニック（花見） 

5 �2日厳美ドライブ �17日自衛隊吹奏楽会 

17日自衛隊吹奏楽会 �22日遊水地散歩 

10日母の日食事会 �23日寿司屋ドライブ 

11日たこもどき焼き会 �27日ピクニック 

12日伊吹ドライブ 16日一関図書館ドライブ �母の日会 

6 �父の日会 �20日ふじせいドライブ 26日復興支援沿岸ドライブ（多賀城 ～南三陸） 父の日会 

7 �10日だんらんドライブ 20日松栄堂お茶会 �28日うなぎドライブ 

8 �7日イオンお茶会 8日松竹ドライブ 一関夏祭りドライブ �13日16日一関博物館見物 

9 �20日敬老会 �20日敬老会 

27日とうふ祭り �27日豆腐まつり 

10 �5日秋味昼食会 �5日秋味昼食会 �歌の会　外出　書道 

紅葉ドライブ（随時） �9日大船渡帰省 21日スナック金今開店 紅葉ドライブ（随時） 

11 � �16日誕生日外出 

12 �5日カラオケドライブ �18日忘年会 

18日忘年会 �24日クリスマス会 

24日クリスマス会 �15日誕生日ドライブ �活け花　レクリエーション 

28日年暮れ餅つき �28日年暮れ餅つき �買い物外食美容院 料理おやつ作り 誕生会 

1 � �15日初詣 

2 �3日節分 �3日節分 

14日バレンタイン �14日バレンタイン 

17日初詣ドライブ �19日スイーツドライブ 16日金ヶ崎図書館外出 

3 �3日ひな祭り �3日ひな祭り 28日イオンドライブ 

※その他希望に添った外出を行っています。
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9．ボランティア・慰問・実習の受け入れ状況

ボランティア

頻度 �ボランティア（団体名）名 �内容 

月2回 �様 �レクリエーション 

月1回 �様 �書道 

月1回 �様 �民謡の会 

月1回 �・様 �大正琴と歌の会 

月1回 �理容 �理容 

随時 �様 �木の実作品展示 

期間 �団体（個人）名 �内容 

12／14・15 �一関市役所新採用職員研修　各1名 �介護体験 

10．研修実施状況

（1）施設内研修

月 �研修テーマ 

5月11日 �事故の発生予防・再発防止・マニュアル検討 

6月8日 �感染症対策・食中毒・マニュアル検討 

8月3日 �機能訓練・リハビリ・マニュアル検討 

8月3日 �非常災害時対応・マニュアル検討 

9月7日 �排泄介助ケア・マニュアル検討 

10月5日 �感染症対策・インフルエンザ・マニュアル検討 

12月7日 �口腔ケア・マニュアル検討 

11月18日 �認知症ケア・マニュアル検討 

1月12日 �終末期ケア・マニュアル検討 

2月8日 �入浴介助ケア・マニュアル検討 

3月17日 �食事介助ケア・マニュアル検討 

・6／8　入浴について　ケア向上委員会

・6／11・26　普通救命講習

・6／30　柏寿会研修会　腰痛予防

・11／12精神疾患の方への対応　勉強会

・2／8「ユニットケア実践者セミナー」施設内発表会

（2）施設外研修

・6／11「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」一関市1名

・6／11－12社会福祉従事者新任職員研修会　岩手産業文化センターアピオ1名

・7／23　在宅療養勉強会　わいわい塾～泌尿器の病気について「尿路留置カテーテルの管理」～
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一関市保健センターl名

・10／15－16東北ブロック軽費老人ホーム施設長及び職員研究大会秋田大会2名

・10／17「一関市医療と介護の連携連絡会研修会」第3回　2名

・10／22市長と話そう新入社員社会人基礎力向上セミナー　一関図書館l名

・10／30軽費老人ホーム・ケアハウス部会　ふれあいらんど岩手3名

・11／17　平成27年度感染症予防対策研修会l名

・ll／26－27　全国軽費老人ホーム協議会「全国職員研究会議」TOC有明コンヘシションホールl名

・11／30　両磐ブロック職員研修会　3名

・12／16特定施設専門研修「認知症ケア」「看取り介護」郡山会場2名

・l／18－22、3／4　平成27年度認知症介護実践者研修　ふれあいらんど岩手1名

・1／19　平成27年岩手県介護予防支援従業者研修会　北上市l名

・12／21－22　元気ネットワーク　第2回訪問指導の実施福光図　3名

・2／5　元気ネットワーク「ユニットケア実践者セミナー」発表者研修会

福光園　地域交流スペース2名

・3／5　「一関市医療と介護の連携連絡会研修会」第4回1名

・3／14－15　気づきを築くユニットケア全国実践者セミナー　神戸学院大学2名

11．事故等報告

転倒 転落 �転倒 骨折 �誤蝶 �予薬 �離設 �外傷 �熱傷 �自傷 �その他 �ひやり はっと �計 

80 �2 �0 �12 �0 �179 �l �6 �4 �52 �336 

12．その他

防災計画
…反省…福光園と合同で避難訓練を行いました。特定は、二階にある構造上震災・火災で孤立する

可能性が考えられるので、普段から福光園・老楽園との協力体制を整えたいと思います。

13．まとめ

特定施設では、現在、要介護l～要介護5までの方が生活されています。ほとんどの方が認知症や

精神疾患があり、危険認知度も低い傾向にある為、前年の比べると転倒事故の件数は18件、外傷も

60件増えています。8月から夜勤者を2名体制に変更して、職員が手薄になる時間帯を少なくしてい

ますが転倒の件数を減らすことは出来ませんでした。入居者間の人間関係やトラブルも発生し、職員

は未然に防ぐよう努めました。

職員は介護職員等医療的ケア研修、認知症介護実施者研修に参加しスキルアップに努めました。

看護員はl名体制の為、医療的な部分の不足が、引き続き課題となります。

「鍵開けプロジェクト」は現在も進行中です、入居者様にも定着し、自由に散歩を楽しまれておりま

す。

今後も、入居者様の心に寄り添い、皆様に喜んで頂けるよう職員一同努めて行きたいと思います。
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