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1．沿革

社会福祉法人相寿会が平成15年度施設整備事業により、利用定員9名・常勤職員9名の体制で

事業を開始。施設併設型として、特別養護老人ホーム福光園アネックス・デイサービス・福光園居

宅介護支援センター・福光園在宅介護支援センターが併設されている。

2．事業の目的

日常生活を通じて、入居者個々の機能を活かし、その人らしさを引出し、気づきの大切さを共有

し、共同生活としての意図を理解しながら安心して暮らせる場の提供を支援する。思いの尊重を生

活支援に取り入れ、身体表現へと繋げられるよう支援する。思いやり、感謝、笑顔を大切にし相互

の協力者として支援してきました。家族、地域の方々と共に支え合い、明るい生活の場となれるよ

う努めてきました。

3．本年度の事業実施内容

入居者個々の思い、気づきを大切にし、その人らしく生活して頂く為のプロセスを構築すると共

に、機能活用から、自信、喜びを身体表現へと繋げる支援と共に、入居者個々の思いから、その人

らしさを大切にし安心した生活が送れるよう支援する。又、家族、地域の方々と協力、助け合いか

ら、人と人との繋がりの関係性を大切にすると共に、生活、精神的安定が図れるようケアの提供に

努める。

・入居者個々の分析とニーズを把握し、個別ケア計画を作成し実施。

・提供したサービスの評価・見直しを家族、利用者同席の基実施し今後のサービスへの同意を求めて

いる。

・運営推進会議の実施。（2ケ月毎、年6回実施）

・家族協賛による敬老会。（地域の方々の参加）

・日々の個人の健康チェック・投薬・通院等による健康管理の実施。

・入居者家族への報告・連絡・相談の実施。

・毎月（フクちゃんハウスたより）発行にあたり、入居者の生活状況の提供。

・家族へ面会・外出・外泊の協力依頼。

・入居者の金銭管理を帳簿にて管理し、各家族への報告。（毎月の帳簿写しの提供）

・サービス情報の公表制度の実施。（本年度は書類提出のみ）

・外部研修参加。ホーム内研修、職員会議の実施。

・避難訓練実施。（運営推進会議を利用して行政、地域、家族様の参加もあり）年1回消防署の立ち

合い実施。

・職員会議で入居者個々の現状報告・確認とサービスの質の向上に向けた取り組み方法の実施。

・かかりつけ医への相談実施。

・実習受け入れ実施。

・入居者誕生会の実施。（個別支援の強化）　※　家族の協力も得られる。

・家族様との交流会の実施。（バイキング、芋煮会、納涼会）

・ボランティア（二人会）　毎月1回実施。（昼食作り）

・ボランティアによる慰問。

・園児との交流

・雑巾寄贈。（一関市立南小学校へ）余暇活動の一環としての取り組み。
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4．目標に対する評価

①認知症の理解を専門的に習得すると共に、職員個々が、常にキャリアアップを目指し、外部、内

部研修を通じて知識を養う。

⇒職員会議を通じて、内部研修（資料提示、委員会報告）を行い、理解を深めると共に実践を通じて

専門的な知識から、個々の特性を掴む事が出来た。外部研修の参加も積極的に行い、会議での報

告から情報の発信を行うよう努めました。職員個々の認知症に対する理解が高まっています。

②職員個々が責任感、自身の考えをしっかり持ち、スキルアップへと繋げる。又、チームケアを心

がけ職員同士、情報、知識の共有、より良い環境作りに努めていく。

⇒チームケアの大切さから、職員個々が様々な視点から物事を考えるようになった。又、常に疑問

をなげかけ、自身が納得しケアへ入れるようになった。経験が違えば視野の広さも違い、目先の

事から一歩ずつ前進できるよう相互の共有と、協力、サポート体制を確立し、気持ちに余裕が持

てるようになり、個々の能力が上手く支援方法へと導き出せています。

③心にゆとりを持ち、入居者個々に寄り添い、理解し一人ひとりに合ったケアを大切に行って行く。

⇒入居者個々の特性を掴む難しさから、焦燥感が出てしまい思いに対するケアが機能されない事も

あった。原点に戻り振り返る事で、なぜ、どうしてという理解がなされ、場面上で変化する思い

にも上手く寄り添い、共感する事で見えてくる事が多くありました。個々の物語の大切さと向き

合い、そこから描かれた思いのサポートが出来ており、安心した生活へと繋げる事が出来ました。

④家族、地域の方々との関係を大切にし、共に助け合い、共に笑い合える、暖かみのあるホーム作

りを目指していく。

⇒年間を通じて家族との交流も行いました。家族同士の繋がりや情報交換の場としても活用され、

そこからお互いに支え合える関係性になっています。地域にも出来るだけ出向き繋がりの大切さ

と、ホームに来て頂ける事で、事業所としての姿の理解と、家庭的な雰囲気を出せるホーム作り

を行ってきました。

5．まとめ

事業開始12年が経過しました。母体施設・在宅事業所等の御協力のもと、大きな事故もなく過

ごす事が出来ました。

家庭的な環境の中で、入居者一人ひとりの特性、思いをサポートし、出来るだけ在宅生活に近い

状況で生活支援を行って参りました。

本年度、6名の入居者様の入れ替わりがありました。慌ただしい1年を過ごしましたが、我々と

しても個々の気持ちに寄り添って思いを傾聴し、1日でも早く生活に馴染んで頂けるよう支援しま

した。常に家族様との連携を保ち、相談、情報発信を行い相互理解に努め、共に現状把握に努めま

した。家族としての役割も大切であり、我々としても学ぶ事の大切さを改めて教えられました。

言動、行動の意味を職員同士共有し、又、連携を密にし、入居者様に対する理解を深めると共に、

混乱、不安を軽減できるように取り組んできました。個別支援、外出、外泊も多くなりつつあり、

視野を広げる事が出来ました。、様々な表現が描かれるよう努めて参りました。今後も、職員のケア

に対する意識、知識を高め、入居者様の第2の我が家として支え合いながら、その人らしい生活を

大切に支援して参ります。
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行事報告

年　月　日 �行　事　内　容 

平成27年4月8日 �ボランティア（二人会）　おいなり、豚汁、お浸し提供 

平成27年4月24日 �誕生会　※22日家族様が来訪し、会食している。食事は家族様提供 

平成27年5月10日 �母の日（ちらし寿司） 

平成27年5月13日 �ボランティア（二人会）　かき揚げそば、天ぷら、フルーツヨーグルト提供 

平成27年5月14日 �第1回運営推進会議　　参加者14名 

平成27年5月20日 �誕生会 

平成27年5月27日 �慰問（アンサンブル玲）慰問者6名 

平成27年5月31日 �バイキング（家族交流）　家族参加者8名 

平成27年6月10日 �ボランティア（二人会）　豆腐団子、お浸し、フルーツヨーグルト提供 

平成27年6月11・13日 �福光園デイサービス慰問見物 

平成27年7月8日 �ボランティア（二人会）　サラダソーメン、お浸し、ヨーグルト提供 

平成27年7月9日 �第2回運営推進会議　　参加者22名 

平成27年7月16日 �誕生会　　※外食 

平成27年7月22日 �慰問（東成会）　慰問者7名 

平成27年7月30日 �誕生会 

平成27年7月31日 �避難訓練（昼間想定） 

平成27年8月8日 �真柴三社連子供神輿見物 

平成27年8月19日 �ボランティア（二人会）　いなり寿司、豚汁、梨提供 

平成27年8月22日 �納涼会（家族様交流）　家族参加者12名　　※全家族様参加 

平成27年8月24日 �福光園デイサービス慰問見物 

平成27年8月26日 �慰問（アンサンブル玲）慰問者5名 

平成27年8月28日 �避難訓練（夜間想定） 

平成27年9月10日 �雑巾寄贈（一関市立南小学校）入居者4名、職員2名※岩手日日取材有り 

平成27年9月10日 �第3回運営推進会議　　参加者15名 

平成27年9月13日 �真滝13、14民区運動会見物　　入居者1名　　　職員1名 

平成27年9月16日 �ボランティア（二人会）　おはぎ、お吸い、煮びたし提供 

平成27年9月20日 �敬老会（福光園デイサービスにて）　参加者　地域5名　　家族8名 

平成27年10月6日 �福光園デイサービス慰問見物 

平成27年10月14日 �ボランティア（二人会）　焼きおにぎり、豚汁、杏仁豆腐提供 

平成27年10月17日 �一関市立南小学校（文化祭見物）　入居者3名　　　職員2名 

平成27年10月23日 �福光園デイサービス慰問見物 

平成27年10月28日 �慰問（アンサンブル玲）慰問者7名 

平成27年10月29日 �誕生会　　※外食 

平成27年10月31日 �入居者インフルエンザ予防接種（アネックスにて） 

平成27年11月1日 �芋の子会（家族様交流）　家族参加者14名 

平成27年11月3日 �誕生会　　※外食 
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平成27年11月7日 �誕生会　　※家族様同席 

平成27年11月11日 �ボランティア（二人会）　豆腐団子、お浸し、ヨーグルト和え提供 

平成27年11月12日 �第4回運営推進会議　　参加者12名 

平成27年11月27日 �避難訓練（昼間想定）※　消防署、文林商会立ち合いの基実施 

平成27年12月9日 �ボランティア（二人会）　いなり、豚汁、漬物、フルーチェ提供 

平成27年12月9日 �福光園デイサービス慰問見物 

平成27年12月16日 �慰問（龍澤寺こども園）園児12名 

平成27年12月22日 �福光園デイサービス慰問見物 

平成27年12月23日 �慰問（アンサンブル玲）慰問者7名 

平成28年1月13日 �ボランティア．（二人会）豆腐団子、あんこ団子、お浸し、杏仁豆腐提供 

平成28年1月14日 �第5回運営推進会議　　参加者14名 

平成28年2月3日 �節分（恵方巻き） 

平成28年2月16日 �福光園デイサービス慰問見物 

平成28年3月3日 �雛祭り（のり巻き） 

平成28年3月9日 �ボランティア（二人会）　ちらし寿司、お吸い、お浸し、プリン提供 

平成28年3月10日 �第6回運営推進会議　　参加者14名 

平成28年3月29日 �避難訓練（夜間想定） 

平成28年3月31日 �慰問（アンサンブル玲）慰問者6名 

職員研修報告

（外部）

年月日 �研修会名等 �参加者 

平成27年5月6日 �認知症ケア・集中講義（東京エレクトロンホール宮城） � 

平成27年5月19日 �岩手県認知症高齢者GH協会定期総会（アイーナ） � 

平成27年7月13日 �岩手県認知症高齢者GH協会研修会（アイーナ） � 

平成27年7月14日 �平成27年度地域密着型サービス事業所集団指導会（一関保 � 健センター）、GH協会両壁ブロック定例会（一関保健セン 

ター） 

平成27年7月19日 �杉山孝博Dr．の認知症の理解と援助（アイーナ） � 

平成27年9月24日 �岩手県認知症高齢者GH協会研修会（アイーナ） � 

平成27年10月29日 �感染症及び食中毒予防対策研修会（アイーナ） � 

平成27年11月9日 �平成27年度岩手県介護支援専門員専門研修Ⅱ（アイーナ） � 

平成27年11月17－19日 �平成27年度岩手県介護支援専門員専門研修Ⅱ（岩手県産業会館） � 

平成27年11月30日 �平成27年度両磐ブロック職員研修会（ベリーノホテル） � 

平成27年12月9日 �岩手県認知症高齢者GH協会第9回実践報告会（アイーナ） � 

平成28年3月26日 �岩手県南認知症ケア研究会（藤沢市民センター） � 
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（内部）

グループホーム内において、以下のような勉強会を行っている 

◎各マニュアル一覧の見直しについて 

・食事マニュアル・感染症マニュアル・入浴マニュアル　・事故対策マニュアル 

・排泄マニュアル・言葉マニュアル　・食中毒マニュアル・緊急マニュアル 

◎カンファレンス実施（家族様を交えて・・・年2－3回） 

◎サービス計画（ケアプラン）に関する勉強会（新人職員対象） 

◎ケアプラン個人月別評価について（毎月職員会議実施時） 

◎認知症ケアに関わる勉強会（職員会議時実施） 

◎保健委員会研修（9回） 

◎やすらぎの家との合同委員会（事故、ヒヤリハット・・・年4回） 

（内部研修）

1．法人理念、事業所理念、柏寿会就業規則、認知症の方への接し方について　　4127

2．GHの倫理綱領、新人教育のポイント、介護職に求められる事について　　5／26

3．人が成長する6つの要素、夏場における皮膚疾患について　　　6／26

4．職場の環境作りの大切さ、法令遵守、高齢者虐待防止法、質問上手人間になる6ヶ条について　7I27

5．倫理規定、レム、ノンレム睡眠、認知症の理解、食中毒について　　8125

6．認知症の行動心理症状、吐物処理、うつと意欲への介入効果評価尺度、薬と食べ物の相互作用について　　9／25

7．火災予防の知識、マネ主トの法則、生活支援の視点、我々が大切にしなければならない事について10／27

8．睡眠障害の種類、スピーチロックについて　　11／26

9．「良い状態、良くない状態」、BPSD、インフルエンザ予防について　　12／24

10．効果的な対人関係を作る聞き方、入居者の体温調節について　1／27

11．問題意識と発想力を鍛える、鬱症状のある認知症の方の対応について　　2124

12．コミュニケーションの7つの目的、会話が成立しない認知症の方の対応策について　　3I25

（訪問）

1．介護相談員1名11／12

（法人内研修、会議）

1．法人全体会議　4128、10／26

2．苦情解決委員会5／18、8／10、11／24、219

3．法人内研修会・・腰痛予防について　6／30　　職員4名参加

4．法人内研修会・・コミュニケーションについて　7I14　　職員1名参加

5．法人内研修会・・モチベーション向上とリーダーシップのあり方について10／5　職員1名参加

6．法人内研修会・・普通救命講習会　3／24　　職員2名参加

（講師）

1．平成27年度福光園ヘルパーステーション研修会　「認知症について」　講師　　　　　　　8／5

2．平成27年度柏寿会新人職員研修会　　「認知症について」　　講師　　　　　　　2／25
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（研修受け入れ）

平成27年6月22日 �GHにこにこひがしやま職員2名 

平成27年12月15日 �平成27年度一関市採用職員研修1名 

（ボランティア）

毎月郷土料理の提供

利用者動向

利用者 �性 別 �年 齢 �要介護度 ��入居日 �通 院 �薬 貰 �理 容 �外出 外泊 �面会 音数 �退去日 �備考 
更新前 �更新後 

I・S �女 �93 �Ⅲ �Ⅲ �H23．1．19 �15 � �5 �4 �13 � � 

A・S �女 �68 �Ⅳ �Ⅴ �H24．2．15 �45 �10 �6 �61 �122 � � 

K・0 �女 �79 �I �Ⅲ �H25．1．5 �3 �2 �5 �7 �74 � � 

H・0 �女 �75 �I �I �H27．4．20 �15 �10 �7 �41 �162 � � 

K“S �女 �83 �Ⅲ �Ⅲ �H27．5．22 �5 �l �3 �14 �33 � � 

T・A �女 �77 �Ⅲ �Ⅲ �H27．10．15 �2 � �1 �3 �25 � � 

S・U �女 �75 �I �I �H27．11．17 �4 � �1 �4 �16 � � 

K・S �女 �82 �I �Ⅲ �H27．12．16 �14 � �1 �5 �23 � � 

K・K �女 �78 �Ⅲ �Ⅲ �H28．3．11 �4 � � �4 �6 � � 

E・S �女 �99 �Ⅴ �Ⅴ �H17．3．3 � � � � � �H27．4．15 �長期入院の為 

N・C �女 �98 �I � �H25．12．5 � � � � � �H27．5．12 �長期入院の為 

T・E �女 �91 �Ⅳ �Ⅳ �H24．5．30 �8 � �3 �1 �11 �H27．10．14 �他施設入所の為 

R・Y �女 �89 �Ⅲ �V �H27．1．14 �13 �5 �3 �8 �59 �H27．11．7 �長期入院の為 

M・K �女 �95 �Ⅲ �Ⅴ �H22．4．16 �23 �4 �2 �1 �32 �H27．11．27 �長期入院の為 

K・S �女 �89 �Ⅲ �V �H20．3．2 �30 �l �5 �8 �65 �H28．2．26 �死亡により 

平均 �78．9 ��2．2 �2．8 �1計 �181 �33 �42 �161 �641 � � 

※職員・家族様舞鶴麗し経倍数

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 �10 �10 �9 �9 �9 �9 �10 �9 �9 �9 �9 �9 �112 

延べ 人数 �204 �247 �270 �279 �279 �270 �273 �224 �263 �277 �258 �269 �3113 
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