
第４回（平成29年度第2回）　　　　
運営推進会議資料

H30年4月20日　PM5:30～6:30

(株)ケアサポートまてい　　　　　　　

　ファミリーケア  厚木さくら物語



事業所の基本理念・運営方針　　　　

• 利用者の意思を尊重し、望ましい在宅生活が過ごせる
よう支援します。そのため、利用者に応じた目標と支援
計画を立て、必要な介護やアクティビティを提供しま
す。

• 体力や基本動作能力、コミュニケーション力の獲得、
活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向
上を目的に、個別で丁寧なリハビリを行います

• ご家族や地域住民、自治体、各関連機関と連携し、地
域に密着したケアを積極的に担います。また、評価・情
報公開を行い、サービスの向上に努めます。

　　　　　　



人員配置

設立して丸5年、当初より勤続　   4名/8名
　　　　　　　　　　　3年以上     3名



日々の活動内容・定員数

• サービス提供時間：9時～16時40分
• 月～土（祭日も実施）
• 利用時間：3時間以上5時間未満　　
　　　　　　　　 5時間以上7時間未満　　　
　　　　　　　　 7時間以上9時間未満　　　
• 定数：要介護状態の方　　10名
• 加算：個別機能訓練（Ⅰ）（Ⅱ）
　　　　　口腔機能向上訓練
　　　　　入浴
　　　　　介護職員処遇改善Ⅲ
               サービス提供体制Ⅱ



日課表



ｻｰﾋﾞｽ内容の特色

• 専門的なリハビリテーションプログラムを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別的に提供

• 通常の家庭に近い環境でＰＴ・ＳＴ訓練を行うため

• 介護が必要な場面に応用しやすく、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　効果が汎化しやすい

• 栄養を考慮した作りたての食事を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食べ易い食器*で提供

• 介助者による個別の入浴

• 個々の方の好みや要望に合わせた

　　　　　　　　　リクレーションやアクティビティを実施



開設以来おやつ込みで500円　　→　　9月から600円に改定



• 身体機能訓練　　
　　　脳血管障害による後遺症の神経生理学的なアプローチ

　　　関節可動域の維持・改善

　　  筋力強化・筋緊張調整による異常動作の改善

　　  座位・立位バランス、歩行訓練による基本動作の習得

　　  肺・呼吸機能（ＣＯＰＤに対する肺機能）の改善

• 生活機能訓練

　　  ステップ・階段昇降・屋外歩行等の応用動作

　　  装具・車椅子の適合

　　  家庭訪問によるＡＤＬ指導・

　　　　　　　　　　　　　　環境整備等の訪問による助言

理学療法







言語聴覚療法・口腔機能訓練

ヒトの認知機能の成り立ちに基づく訓練アプローチ

• 言語・口腔機能訓練

　　　発声発語器官の感覚・運動機能の改善

　　　聴く・話す力の再習得・改善

　　　読む・書く・数操作力の再習得・改善

　　　記憶記銘・見当識、認知面の改善

　　　摂食嚥下機能の評価・改善

• 生活機能訓練

　　　会話・通信能力の再習得・改善

　　　代償的コミュニケーション法の習得

　　　心理的支持



ご利用者の特色

男女比    　　　　　　年齢比（平均年齢72.9歳）

（30名）

同年前期73.3歳



疾患別比率

H29年後半



　　　通所回数(週）別人数　　　　利用訓練別人数



　ご利用年数　　　　　



介護度分布の推移

現在　　　　　　　　利用開始時との比較

介　護　度 24%      48%      28%



利用者の動向（H29年度）



利用率の推移

H28年前半　　　H28年後半　　　H29年前半　　H29年後半



経営状況の推移

介護報
酬－
１０％

千円

24年度 　  25年度　   26年度 　  27年度　   28年度



ヒヤリハット事例と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
再発防止策の取り組み（詳細別紙）

Ｈ29年10月～Ｈ30年3月



ヒヤリハット・事故報告書 平成29年10月～平成30年3月

日付 対象者 内容 現象・原因 対応 対策 報告者

H29.12.23 60代男性
（要介護3） 外傷　　　

バランスが悪いため、両手で柱等を掴み体を
支えながら歩く方。朝、施設到着後、玄関脇
のドアからデイルームに入ろうとされたため、
スタッフがドアノブを押さえていた。しかし、他
の利用者に気を取られた際にドアが動いて、
ドアの木枠を掴んでいた左手の指（手袋装
着）が挟まれてしまった。

発生直後に謝罪し、手袋を外していただき、
外傷がなく、かつ指を動かすのに支障がないこ
とを確認していただいた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当ケアマネに報告し、ご家族には帰宅時に報
告と謝罪をした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

玄関脇のドアを使う時は細心の注意を払い、行
動する。
再発防止策として、今後はこのドアを使用しな
い。                                                                           　
引き戸についても、左右の開ける連携が取れて
いないと事故になりかねないので、片側のみの
開け閉めを厳守するよう、検討していきたい。

介護職員

H29.12.27 60代男性
（要介護3） 転倒

下肢筋力低下のため歩行器を使用する方。　　　　
午後、スタッフ3名で利用者5名を2台の車に
順次分乗させていたところ、先に乗車した利
用者が「自宅玄関の鍵がない」と訴えたた
め、スタッフがデイルームに戻り、室内にいた
見守り役のスタッフにそのことを伝えた。
見守り役が一緒に鍵を探すため、場を離れ
たところ、一人で椅子から立ち上がり、歩行
器を使おうとして尻餅をついた。

歩行器を使おうとした時点で見守り役が気づき、
急いで支えに入ろうとしたが間に合わなかった。
助け起こし、痛みの有無やお尻や膝を打たな
かったかを確認したところ、「大丈夫、どこも打っ
ていない」と話された。
怪我の有無を確認するためにズボンをまくり、触
・視認したが、異常はなかった。
担当ケアマネージャーに経緯を報告した。
ご家族には帰宅時に報告し、謝罪した。

①　見守り役が緊急事態により場を離れたこと
⇒　見守り役は出来るだけ場を離れず、他のス
タッフに任せる。
②　1人では歩けない方が1人で立ち上がり、歩
行器を使用されたこと
⇒　1人で立ち上がらないよう理解していただく。
　（前の病院に入院中でも立ち上がることがあっ
た）
③　送迎のあわただしい時間に「探し物」をする
事態が生じたこと（以前にも同一の方が同じ訴え
をされている）
⇒　鍵の保管場所を一定にし、帰る前に利用者
本人とスタッフが必ず鍵を確認する。

管理者

H30.1.10 60代男性
（要介護3）

転倒　　
（未遂）

下肢筋力低下のため歩行器を使用されてい
る方。自宅帰着時、スタッフとともに、歩行器
を使い玄関に向かおうとしたところ、ご家族よ
り歩行器のロックがかかっていないので危な
いと指摘された。

スタッフは、カチッと音がしたので歩行器のロック
がかかったと思い、目で確認しなかった。指摘を
受け、その場でもう一度ロックをかけ、安全を確
認して利用者と家族に謝罪した。ケアマネー
ジャーに報告した。

音だけでなく、必ず目視もして、ロックがきちんと
かかっているか動作確認を行う。

介護職員

H30.1.22 介護職員 交通事故

降雪があり、路面状況が悪かったが、送迎車
はスタッドレスタイヤを装着していた。安全運
転にて利用者全員を送り届けた後、施設に
戻る途中の交差点で信号待ちしている時に、
ノーマルタイヤを装着した後続車に追突され
た。

事故発生時に警察と保険会社に連絡した。
運転者は病院でむち打ち症と診断され、車は右
後方に凹みを生じた。相手方の100％責任事故
と判断され、相手方の保険で損害賠償された。

近年まとまった量の降雪が起こっている。安全な
送迎のために、スタッドレスタイヤの装着・車間
距離保持・速度制御等、降雪・積雪事態に対す
る備えが不可欠である。 　

H30.1.23 50代女性
（要介護4） 転倒

右片麻痺で杖歩行＋見守りが必要な方。玄
関で椅子に座って靴を履きかえた後、立ち上
がりに難渋していたのでスタッフが介助しよう
と右臀部を押し上げたところ、足が交叉して
しまい、姿勢が崩れた。すぐ支えたが力が足
りず、尻餅をつかせてしまった。

その場で謝罪し、怪我や痛みの有無等を確認し
た。体の様子を聞くと「大丈夫」と話された。
入浴時に怪我や痣の確認を行い、異常はなかっ
たが、お尻が痛いと話された。
2日後にも怪我や痣の確認を行い、体調に問題
がないか確認した。
担当ケアマネージャーに経過を管理者より報告
した。
帰宅時に利用者家族に報告し、謝罪した。

押し上げた際に力が入りすぎたこと、介助前に
利用者の足の様子を確認しなかったことが要因
と考えられる。
利用者の立ち上がりの介助をする際には
①　両足が正しく接地しているか確認
②　前方から、両腰の辺りを支えて立ち上がら
せるといった、介護の基本を忘れないことが肝
要である。

介護職員



活動

• 10～2月　社員健康診断

• 12月　クリスマス行事・第2回利用者評価

• 1月　  正月行事・消防訓練

• 2月　  節分行事

• 3月　  花見行事

• 誕生日会・週1ミーティング（毎月）



資質向上への取り組み：研修

• 10月　　「接遇」（外部研修）　

• 11月　　「介護職リーダーの役割」（外部研修）　　　　　　　　　

• 12月　　「ヒヤリ・ハット記録に基づいたリスクマネジメント」　　　

　　　　　　　「感染と対策」

　　　　　　　外部研修報告

• 3月　　　「Ｈ30年度介護保険法改正の理解」（外部研修）

　　　　　　　「非常時の対応法」「個人情報保護」 「経営理念」

　　　　　　　「利用者評価結果」「キャリアアップ制度」

　　　　　　　「認知症ケアマニュアル」



第2回利用者評価結果
（回収率６７％）

８０．４点
　　　　　　　　
７９．３点



どちらとも言えな
い そう思う

非常にそう
思う



利用者のコメント
• アットホームなところがよい。本人もリラックスして介護・支援・リハ

ビリが受けられる。家族も信頼している。
• とても家族的で大変親身になってくれ、本人も信頼している。
• スタッフの皆さんが笑顔で感じが良い。とても親身に本人に接して

くれている。
• 一人一人の事をよく把握してくれているので安心して預けられる。
• 毎週言語訓練と理学療法士の訓練を利用できる。
• 足のマッサージが良い、職員が明るい。
• 身の回りのことが一人でできるようになり、ありがたい。これからも

リハビリお願いします。手作りの作品を嬉しそうに持って帰ってきて
充実した日々を過ごさせていただきよかったです。

• 送迎の車がとても良い。スタッフの笑顔と励ましにとても助けられて
いる。食事はとてもおいしいと言っている。誕生日の写真はよい記
念になりました。

• 利用時間、療法士の指導時間がもう少し長いとよい。
• 天気の良いときは日光浴をさせてほしい。
• 食事をもう少しおいしくしてほしい。



　　　　　

• 地域行事への参加

　　　　　1月　どんど焼き

• 地域行事への支援

　　　　　

地域との連携



お疲れ様でした
ご協力ありがとうございました

　
　　　

質疑・応答

ご意見・ご要望


