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1言合　革

平成14年6月1日レストラン兼宿泊施設を改修し、利用定員9名“常勤職員5名パート職員1名“宿直員3名の体制で事業を

開始して依頼、現在は職員7名の常勤で、夜勤の勤務体制を構築。地域交流スペースは現在もそのまま使用しており、近隣の

方のパス待ちの避暑地や暖を取りながらの団らんの場として活用し、本年5月末で11年になり、地域との交流が定着しています。

18年は介護予防の指定、20年は事業所の更新、21年は加算と消防計画規程を作成。22年は利用料の一部変更、23年は

みプルクラーや自火報などの設置も終わり現在に至っています。

23年3月11日に発生した東日本大地震では、利用者様“職員“建物への被害はありませんでした。

2．事業の目的
認知症によって自立した生活が自宅で困難になった利用者様に対して、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで食事“入浴・

排泄等の日常の世話および生活の中で心身の機能訓練を行うことにより、安心、満足、尊厳のある生活を、利用者様がその有

する能力に応じ可能な限り自立して営む事が出来るよう支援することを目的としています。

3．本年度の事業実施内容
福光園の理念を柱とした事業所独自の理念を創り、利用者様にとって安心して暮らしていける環境と関係づくりを目標に、日常

の生活や地域の人との交流、自然とのふれあいの中で、自分の秘めていた欲求や願いに、白から行動を起こす意識への働きか

けが、生活する喜びと満足につながる取り組みを行いました。

1）生活の支援向上

「出来るところ」を増やすことではなく、一人一人の「出来る事」を探すところからの支援でした。しかし、今日できたことが明

日も出来る事ではないことを気づかされた1年でした。

2）入浴サービス

全身の皮膚状態の観察を行い、異常の早期発見を2名以上で行ってきました。また、足指間の水虫の対策としてマットの共

有を中止し、指の間の水気の拭き取りを徹底した事で感染者はいない状況です。

3）食事サービス

人員の関係もあり「共同」の機会は減っています。「家庭的な」から「施設」の雰囲気が否めない現状です。

男性入居者様より「ご飯が足りない」という要望が出たため、白米を増やさず麦を足すことで対応し、量・健康面でも良いの

ではと思っています。

4）地域交流

人員の関係もあり、地域行事についてはご祝儀を渡すためだけに赴く形となっています。

4．まとめ
“平成27年度は入居者の方々も大きく体調を崩す事無く生活して頂き、空床は外泊時に発生したものとなります。しかし、1年増

しに状態が低下されていくことは否定できない事実として「生活支援中心」から「身体介護中心」に移行しつつあり、介護技術のレベ

ルを上げる事が必須となってきています。

持っている知識を相互で共有し、リスク回避に繋げて行ければと思います。
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資料　1

利用者 �性 別 �年 齢 �介 旧 �護 更 �入居日 �通　院 �薬貰し �理　容 �外　出 �帰省 � �備　考 

SK �W �93 �3 �3 �H21・3°14 �0 �0 �0 �10 �0 � � 

SY �W �81 �3 �3 �H23・1°10 �1 �0 �4 �15 �2 � � 

KS �W �100 �2 �4 �H19°8・1 �12 �0 �2 �22 �0 � � 

SK �M �80 �2 �1 �H19・1”9 �3 �0 �2 �11 �0 � � 

AS �W �92 �4 �4 �H22”8°28 �0 �0 �2 �3 �0 � � 

AN �W �81 �1 �3 �H25・3“19 �8 �0 �2 �10 �0 � � 

NN �W �83 �5 �5 �H25°7“19 �0 �0 �0 �6 �2 � � 

SS �W �89 �3 �3 �H26°2°16 �0 �0 �0 �6 �5 � � 

MK �M �74 �3 �3 �H27・2°11 �0 �1 �3 �28 �0 � � 

平均 �85．1 �� �3－2 � �24 �1 �15 �111 �9 � � 

／※職員・家族様が対応した件数

月別利用者人数

平成27年 ���������平成28年 ���合計 

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

入居 者数 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �9 �108 

延べ �267 �256 �270 �279 �277 �270 �278 �270 �279 �278 �261 �279 �99．08％ 

人数 �（－3） �（－3） �（0） �（0） �（－2） �（0） �（0） �（0） �（0） �（－1） �（0） �（0） 

（）は満所に対しての減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26年度98．33％（－55人）

行事報告

年　月　日 �行　事　内　容 

平成　　27　年　4　月19　日 �げいびけいへお花見ドライブ（5御家族参加） 

平成　　　　年　4　月　26　日 �、誕生会（息子さんご夫婦参加） 
平成　　　　年　5　月18　日 �市野々保育園児との交流会 
平成　　　　年　6　月　6　日 �中尊寺へドライブ（3家族参加） 

平成　　　　年　6　月12　日 �中尊寺へドライブ（3家族参加） 
平成　　　　年　6　月　25　日 �外食ドライブ（2名） 

平成　　　　年　7　月　25　日 �＿関生国夕涼み会（1名）御祝儀のみ 
平成　　　　年　7　月17　日 �誕生会（甥様ご夫婦参加） 
平成　　　　年　8　月1　日 �：誕生会（息子様参加） 

8　月　8　日 �子供御神輿（ご祝儀） 
9　月　6　日 �やすらぎの家敬老を祝う会（8ご家族参加） 
9　月　13　日 �宴楽地区運動会（1名）御祝儀のみ 
10　月　13　日 �前沢までドライブ（ワックスがけ）（1ご家族参加） 
10　月　17　日 �関生国祭り見学（9名参加） 
11月　13　日 �誕生会（息子様ご夫婦参加） 
12　月　2　　日 �‘＿誕生会 

12　月　6　日 �：誕生会（息子様ご夫婦参加） 
12　月　14　日 �市野々保育園児との交流会 

平成28　年　　1　月10　日 �新年会 
2　月　3　日 �節分会 

2　月　25　日 �、誕生会（奥様参加） 

3　月　10　日 �百歳のお祝い（甥様2名参加） 
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職　員　研　修　報　告

（外　部）

年　月　日 �研　修　会　名　等 �参加者等 

平成　　27　年　　6　月　16　日 �一関内科学会学術講演会（ベリーノ） � 

平成　　　　年　　　　月　20　日 �医療と福祉の連携連絡会（保健センター） � 

平成　　　　年　　7　月　14　日 �集団指導 � 

平成　　　　年　　　　月　14　日 �両磐ブロック総会 � 

平成　　　　年　　8　月　20　日 �防火管理者講習会（Zホール） � 

平成　　　　年　11　月　11　日 �医療と福祉の連携連絡会（保健センター） � 

平成　　　　年　　　　月　11　日 �感染症予防 � 

平成　　　　年　　　　月　11　日 �両磐ブロック研修会 � 

平成　　　　年　　3　月　29　日 �両磐ブロック研修会 � 

N° �年 �月 �内容 

1 �27 �4 �”法人全体会議 

2 �27 �5 �“「声掛け」「被害妄想」 

3 �27 �6 �“「自立支援」 

4 �27 �6 �“腰痛予防講習会 

5 �27 �7 �“「洗顔”手洗い」 

6 �27 �8 �”「口腔ケア」 

7 �27 �9 �”「爪切り」 

8 �27 �10 �“「洗浄」「清拭」手順 

9 �27 �11 �“「入浴介助」 

10 �27 �12 �，就寝介助」 

11 �28 �1 �“ポータブル介助」 

12 �28 �1 �“「車いす移乗“移動介助」 

ボランティア“実習”介護相談員受入
1）生け花ボランティア　2回／月


