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西海管理部 事業計画 

 

１ 法人事業方針 

法人理念【敬天愛人】及び、「医療と介護は密接に連携していなければなら

ない。」という西海医療福祉センター基本理念のもと、「切れ目のない医療と介

護を総合的に提供すること」により、地域の皆様に健康で幸福な社会生活をお

送り頂けるよう、地域と地方自治体の要望に基づいて当法人が運営する多種多

様な事業／サービスをもって、包括的に支援することを目的とします。 

平成２３年度に西海市から旧福祉・医療施設を引き継ぎ、同年度末に現在の

主要施設（「西海医療福祉センター」）を建設、以来４年を経過した現在、組織

の確立と介護・医療サービスの一層の向上を図り、より多くの地域の方々の信

頼を勝ち取ることにより経営の健全化、安定化を図ることが最重要課題と考え

ます。 

 

２ 運営事業 

(1)第１種社会福祉事業 

ア 特別養護老人ホームの経営 

イ 養護老人ホームの経営 

(2)第２種社会福祉事業 

ア 短期入所生活介護（特養ショートステイ）事業の運営 

イ 通所リハビリテーション（デイケア）事業の運営 

ウ 訪問リハビリテーション事業の運営 

エ 訪問介護事業の運営 

オ 居宅介護支援事業の運営 

カ 無料低額診療事業の実施に拠る第２種社会福祉事業 

・ 介護老人保健施設の経営 

・ さいかいクリニックの経営 

 

３ 西海管理部事業計画 

(1)法人経営力、財務基盤の安定化 

ア 現 状 

平成２７年度第３次補正予算における当法人の収支状況は、平成２７年度

当初予算に比し、９億８７００万から９億７６００万の約１１００万円の減

益（予定）であり、資金収支差額（当期純利益）は１７９０万円程度と、過

去４年間の決算の状況と併せ鑑みれば、職員の昇給や世間一般並みの賞与支
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給の実現には程遠い現状と言わざるを得ず、本年度から西海市及び福祉医療

機構等への償還が本格化し約 1年が経過・実感する事は、年度収益１０億円

を目指してゆく必要があることである。 

そのためには、クリニックの収益向上が必要不可欠であり、加えて増益の

ための法人全体の費用削減を当面の課題とし、人的財産の確保と金銭的報酬

のみならず非金銭的報酬（福利厚生の充実化）等、近隣の他法人との差別化

による人財確保が急務である。 

相反する問題として正規職員を多く抱えていることから賞与支給額の増

額に繋がらず正規職員の整理と登用枠の問題を抱えている。収益に対する支

出の内、人件費が占める割合を 55％に原則抑えることが事業安定運営上必要

である為、バランス・根拠が伴う職員配置、併せて整理できる人件費の削減

を行わなければならない。 

法人発足当時、資金的事情から法人にはリース物件が多数あり、年間業者

支払において大きな金額が発生している。５年が経過する今年度より徐々に

リースアップが発生するが、年間５千万円に上るリース料支払額を徐々に減

らし、月額支払を減額していく必要がある。しかし、リース契約にも費用の

平準化や事務管理の省力、初期費用の削減等メリットも多数あるので、今後

は自己取得とリース取得の見極めをしっかりと行った後、資産購入を行って

いく。レンタル色が強いリース物件については、取引業者の見直しなど行い

費用の削減を行う。このような問題を法人本部事業計画と連携し、管理部に

おける事業計画と予算の編成及び執行に際し所要の措置を講ずる必要があ

る。 

 

イ 方 策 

経営会議（管理職会議）を開催し、法人経営の健全化、社会福祉会計の一

層の理解と適正からの透明化及び安定化等に向けての方策ならびに役員会

に提供するための法人の経営に関する資料等を審議するとともに、法人と各

施設間の情報の共有に寄与する。このような会計適正化のみならず平成２８

年度は非金銭的報酬の観点を重点的に審議していくこととする。 

 

(2)人材確保と職員の資質向上 

ア 職員募集・採用及び処遇改善 

・キャリアアップ助成制度を利用し、適正な正規職員雇用を促進する。 

・特別手当（紹介手当金及び入職祝金）の周知・励行により、縁故による

優良な人財・人材の確保とその定着を図る。 

・平成２８年度より試行している人ざいのために特化した会議体「２６２
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委員会」を充実化させ、人ざい募集、離職率低下等のための他県への事業

展開に関連して、他県から西海地区への人ざいの流入を模索するとともに

地域雇用を推進していくための厳正・適正な採用基準の選定と定着化のた

めの教育計画と各関係機関の制度活用、非金銭的報酬の充実化や求人広告

の具体的記載方法による集人比較、地域研究を重ね新規入職者と既職員の

骨太化に職員一丸となって取り組む。 

・正規職員採用時、登用時の SPI 等採用基準の採用と活用による採用人事

の確立化。 

・非金銭的報酬の一部である有休取得に関しても部署ごとで経緯や雰囲気

により取得率に相違があり、取得率の向上は基より法人職員の平等的な取

得が課題である。このため現在の公休・特休同様に取得一覧を管理部より

発行し、労使協定により計画的取得を促し、最低限の平等性確保促進を図

る。 

イ 資格取得に関する貸付金制度 

 事業運営をする上で職員の「個の力」の向上は、法人の組織力の向上・

利用者支援の強化等につながる。 

 これに対し、今年度より一定の資格に取得に対し、取得費用の貸付金制

度を制定する。 

 貸付金制度については貸付金規程を制定し、対象資格・貸付限度額・返

済方法、その他必要な事項を取決める。本年度は管理者育成に関するもの

から始め、その後は必要に応じて対象資格を検討し、将来的には職員の資

格取得のサポートする環境を整えたい。 

平成 27年度 

〇 各部署 入職者数 退職者数 

入職者 クリニック 常勤職員 3名 非常勤職員 3名 

特養・短期 常勤職員 4名 

老健    常勤職員 2名 非常勤職員 4名 

通所・訪介 常勤職員 2名 

計 18名 

〇 退職者 クリニック 常勤職員 5名 

特養・短期 常勤職員 3名 

老健    常勤職員 9名（居宅 1名含む） 

通所・訪介 常勤職員 2名 

養護    常勤職員 5名 

総務    常勤職員 3名 

計 26名 
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〇 部署別離職率 

クリニック      10.2％ 

特養・短期      9.5％ 

老健         36.0％ 

通所・訪介      20％ 

養護         45％ 

総務（管理部）    42％ 

 

〇 キャリアアップ適用実績 2件 （総務課・通所） 

 

 

○ 部署別有休取得率 

クリニック     19.3％ 

特養・短期     11.9％ 

老健        6.2％ 

通所・訪介・訪リハ 13.67％ 

養護        21％ 

総務        9.8％ 

○ 職種別有休取得率 

 事務        13％ 

看護師       24％ 

介護士       11％ 

他専門職      15％ 

 

ウ 研修・講習等 

当法人が主催し、当法人職員及び部外一般者を対象とする介護初任者研

修を計画・実施する。 

講習等への参加については、現状の防火管理者講習等義務的なもの以外

にも、機会を捉え下記研修への参加を推進する。 

 

・管理者研修 

    全国社会福祉協議会主催 社会福祉施設長資格取得の助成（還付）を

実施し、管理職員の社会福祉における理解の追及と育成を行う。 

今年度派遣計画 ２名 
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・人事・労務実務研修 

・経理実務研修 

・接遇研修 

・その他各種セミナー等への参加 

 

エ 人材確保と育成、登用枠整理 

   

オ その他 

・人材育成委員会（仮称）を試行し、職員の資質向上及びモチベーショ

ンの維持向上に寄与する人材育成制度の確立を目指す。 

 

(3)円滑で機能的な組織運営、権限と責任の明確化 

ア 評議員会／理事会 

定期役員会については、主として総務課員で構成する役員会事務局

係が中心となって、開催のための計画、諸準備を実施し、計画的に実

施する。 

臨時役員会については、業務上の必要もしくは役員の発案等に基づ

き、所要のタイミングで開催ができる体制を整える。 

     

イ 定例会議の開催 

法人本部と各施設の、また各施設の管理監督者相互、実務担当者相

互の情報共有及び意思の疎通、伝達を図り、問題解決のための方策等

を討議、さらにその結果等について各職員に周知し、風通しの良い組

織運営とすることによって、職員の間にわだかまりや不透明感のない、

明るい職場環境とする。 

 

   (ｱ) 法人全体 

・経営会議（管理職会議）・・・・・ 四半期に１回 

・連携会議（課長等会議）・・・・・・月１回 

 

 

 

 

 

 

 

会議名 経営会議（管理職会議） 連携会議（課長等会議） 

参会者 

理事長 管理部長 

常任理事 各課長 

経営顧問 議題に関係する主任等 

各部長  

幹 事 各部持ち回り 総務課長 
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   (ｲ) 管理部 

・管理部運営委員会 

・総務委員会     ・・・・・・・・月１回 

・財務会計委員会    

・人事労務委員会 

 

会議名 管理部運営委員会 各委員会 

参会者 

管理部長 当該実務担当者 

総務課長 関係者 

総務課員 （委員長は互選） 

 

（ゥ）組織規則及び職位組織機能図等の制定 

「社会福祉法人福医会組織規則」を整備し、組織編制、各職員の権限、

所掌業務及び責任を明確にするとともに、職種間の緊密な連携を図る。 

法人設立からこれまでの「トップダウン」に頼る体制、指示待ち姿

勢から脱却し、職員自らが業務運営に関して前向きに考え発案し、積

極的に業務運営に関わってゆく「ボトムアップ」による業務遂行体制

へと転換してゆくことによって業務の質及び効率を上げるとともに、

職員それぞれが「やりがい」を感じられる職場にする。 

 

(4)情報システム基盤の確立 

ア 情報システム管理組織の有効化 

センター内のサーバー、クライアント及びプリンタ等周辺機器から

なる情報システムの現状を分析し、それらの接続・構成や老朽化によ

る代替更新、部品・消耗品管理等を含み一括管理できるよう、また現

在センター及び養護施設にサイバーセキュリティー構築が甘い為、個

人情報及び医療情報等の漏えいに係る対策が急務である。マイナンバ

ー運用に伴い、マイナンバー取扱いに関しては総務課の一部にファイ

アーウォールの構築を行ったが全体として UTM 構築を今年度実施する

ことでハード的な最低限度の情報管理を実施する。 

ソフト面でも対応が急がれ、その運用を把握・管理できる職員の確

保と育成が急務である。現在そのための専門部署はなく、法人内有識

者により、構内専用ホームページ及びグループウェア、ＮＤ(介護報酬)

ソフト及び関連ハードウェア、ならびに部外用ホームページについて

それぞれ事実上の分掌管理となっている現状である。 
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これらを統括する「情報システム管理責任者」を実効性のあるもの

とするため、当該規則関連を含め、同管理組織のあり方を再検討する。 

 

イ 情報システムの活用と業務効率化 

Ｗｅｂ環境及びＬＡＮ環境の業務への積極的な活用を促進すること

により、業務の効率化を図るとともに情報開示に寄与する。 

(5) 非常時災害対応・対策計画の策定 

  法人においては、火災時における避難計画並びに避難訓練は実施してき

たが、風水害・地震等を含んだ対応については、一部計画策定のみが実情

であった。高齢者利用が大半である医療施設・福祉施設の実情を鑑み、今

年度は、上記記載の非常時災害を含めた総合的な防災対応計画を策定し、

利用者並びに職員の被害を最小限に留める為の指針を示す 

 

４ 年間予定 

 

 会議名 ／ 

開催時期 

4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 

１ 評議員会／理

事会（定期） 
 ◎      ◎    ◎ 

２ 
監事監査  ○           

３ 第三者委員会

（苦情解決） 
 ○   随  時      

４ 経営会議（管

理職会議） 
○   ○   ○    ○  

５ 連携会議（課

長等会議） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

６ 管理部運営委

員会 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

７ 
各委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

８ 
設立記念行事        ○     

 

平成 28年 3月 

西海管理部 
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社会福祉法人 福医会 

西海福祉事業部 介護福祉課 

 

 

特別養護老人ホーム さいかい 

 

 

平成２８年度 事業計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成責任者：第４期 川添 大輔 
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特別養護老人ホーム さいかい 事業計画 

 

施設概要 

・社会福祉法人福医会定款に定める第１種社会福祉事業 

・法人組織 西海福祉事業部 介護福祉課 

 

名称  『特別養護老人ホーム さいかい』 

所在地  長崎県西海市大島町１８７６番地５９ 

 

 

管理者 定款の定める重要人事により役員会の決議に決定、原則任期は２年間 

    現在 第４期（2015/3/16～2017/3/15）施設長 川添 大輔 

 

    拠点会計責任者 川添 大輔   出納職員 松田 玲子 

    預り金管理者  川添 大輔   出納職員 深山 郁美 

    安全衛生推進者 川添 大輔 

    防火防災管理者 矢野 健輔 

 

職員数 介護職員３２名 生活相談員３名（介護職員・生活相談員兼務） 

    介護支援専門員２名（介護支援相談員・生活相談員兼務） 

    看護職員３名 機能訓練指導員２名（看護職員・機能訓練指導員兼務） 

管理栄養士１名 事務職員１名 支援員２名 

厨房職員は常務委託により委託先（日清医療食品）職員 

 

 

入居者 定員数５０名  （５ユニット） 

    ４階 山ユニット１０名  桜ユニット１０名  桃ユニット９名 

    ５階 麗ユニット１０名  春ユニット１１名 

 

    現在の入居者数 ５０名（2016/3/1時点） 
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法人理念 

 

敬天愛人 
『全ての物事に感謝し幸せへの追求を行います』 

 

特別養護老人ホーム さいかい理念 

 

尊厳・生活・つながり ～共に生き「自分だったら」が作る笑顔の創造～ 

 

 

１．事業目的 

  ユニット型指定介護福祉施設は介護保険法令の趣旨に従い、入居者１人１

人の意思及び人格を尊重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基

づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の居宅にお

ける生活と入居後の生活が連続したものになるように配慮しながら、各ユ

ニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律した日常生活を営

むことが出来るように介護福祉施設サービスを提供します。 

 

 

２．運営方針 

  本事業は、要介護状態になった場合においても、その入居者が可能な限り

居宅において、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、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能

訓練を行うことにより、入居者の心身機能の維持並びにご家族の身体的及

び精神的負担の軽減を図ることを目的に介護福祉サービスを提供します。 
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西海市第６期介護保険事業計画及び老人福祉計画 参照 
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３．平成２７年（４月から３月）における事業実績（計画対比） 

 計画人数 実績人数 計画額 実績額 計画達成率 

４月 49.0人 49.7人 18,665,724円 18,560,465円 99.44％ 

５月 49.5人 49.8人 19,466,002円 19,359,847円 99.45％ 

６月 49.5人 48.2人 18,853,697円 18,497,205円 98.11％ 

７月 49.5人 49.4人 19,516,834円 19,461,022円 99.71％ 

８月 48.5人 49.9人 19,153,518円 19,614,727円 102.41％ 

９月 48.5人 49.5人 18,522,483円 19,290,179円 104.14％ 

１０月 48.5人 48.3人 19,102,686円 19,157,102円 100.28％ 

１１月 48.0人 49.0人 18,274,147円 18,847,341円 103.14％ 

１２月 48.0人 49.7人 18,949,748円 19,669,299円 103.80％ 

１月 48.0人 49.6人 18,943,648円 19,487,294円 102.87％ 

２月 48.5人 48.8人 17,922,710円 17,875,138円 100.45％ 

３月 48.5人 ○．○人 19,281,294円 ○○○○円 ○．○％ 

平均 48.7人 49.3人 18,887,708円 19,074,511円 101.19％ 

合計 584.5人 541.9人 226,652,491 円 209,819,619 円  

※    は、２月提供分までの算定数。 

 

 

４．事業目標 

（１）稼働目標 

１日平均４９.０名以上（入居稼働率９８．０％以上） 

 

（２）特別養護老人ホーム１日収入目標単価 

１２，７００円／名 
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【数値の単位は「単位（１単位＝１０円）」】 

項目 単位 備考 

ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ） 

要介護度１ ６２５  

要介護度２ ６９１  

要介護度３ ７６２  

要介護度４ ８２８  

要介護度５ ８９４  

ユニット型措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ） 

要介護１ ６２５  

要介護２・３ ７２２  

要介護４・５ ８５０  

算定する加算項目 

サービス提供体制加算Ⅱ ６ 日常生活継続支援加算を

算定している場合は、算

定しない。 

夜勤配置加算Ⅱ ２７  

看護体制加算Ⅰ ６  

栄養マネジメント加算 １４  

介護処遇改善加算Ⅰ 合計単価×５９ 

÷１０００ 

 

※日常生活継続支援加算Ⅱ ４６ サービス提供体制加算を

算定している場合は、算

定しない。 

算定できる加算項目（対象者のみ） 

初期加算 ３０  

療養食加算 １８  

外泊時費用加算 ２４６ 最大１２日間 

看取り介護加算１ １４４ ２７日間 

看取り介護加算２ ６８０ ２日間 

看取り介護加算３ １，２８０ １日間 

※口腔衛生管理体制加算 ３０ 月単位。 

※口腔衛生管理体制加算・日常継続支援加算については、体制が整った場合に

算定予定。 
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５．行事等日程 

月  行事 備考 

４月 
お花見鑑賞 

家族会総会 

各ユニット毎 ※開花時期に

合わせる。 

５月 母の日 各ユニット毎 

６月 父の日 各ユニット毎 

７月 七夕 各ユニット毎 

８月   

９月 
敬老会・コスモス鑑賞 

避難訓練（仮） 

各ユニット毎 ※開花時期に

合わせる。 

１０月   

１１月 法人設立記念日（仮） 法人全体 

１２月   

１月 初詣 各ユニット毎 

２月 節分 各ユニット毎 

３月 避難訓練（仮）  

（１）別に、ボランティア・レクリエーション等は、希望・依頼・打診などに

より、随時計画検討する。 

（２）防火管理者が中心となり、災害（火災・地震等）に備え、防災訓練を実

施し、マニュアルの周知徹底を図り、防災に対する意識・知識の向上に

努める。 
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６．平成２８年度のおける収入目標 

月 月平均人数 介護保険 入居者負担金 合計 

４月 ４９．５人 15,655,000円 3,183,000円 18,838,000円 

５月 ４９．５人 16,167,000円 3,289,000円 19,465,000円 

６月 ４９．５人 15,654,000円 3,184,000円 18,838,000円 

７月 ４９．５人 16,177,000円 3,289,000円 19,466,000円 

８月 ４８．５人 15,922,000円 3,231,000円 19,153,000円 

９月 ４８．５人 15,397,000円 3,124,000円 18,521,000円 

１０月 ４９．０人 16,024,000円 3,176,000円 19,362,000円 

１１月 ４９．０人 15,498,000円 3,151,000円 18,649,000円 

１２月 ４８．５人 15,868,000円 3,224,000円 19,092,000円 

１月 ４８．５人 15,908,000円 3,230,000円 19,138,000円 

２月 ４９．０人 15,036,000円 3,052,000円 18,088,000円 

３月 ４９．０人 16,024,000円 3,258,000円 19,282,000円 

平均 ４９．０人 15,778,000円 3,206,000円 18,984,000円 

合計 ５８８．０人 189,343,000円 38,470,000円 227,813,000円 

 

 

７．職務内容 

 

施設は入居者の生活の場であることを念頭に置き、集団生活への調和と安全性

に配慮しながら、入居者一人ひとりの個性や生活歴を尊重し、生活に楽しみを

見出していただけるよう、できる限り個別の対応を実施していく。また、心身

の健康と残存機能の保持に努め、穏やかで安定した生活の実現を目標とする。 

 

（１）介護 

① 施設サービス計画書に基づいたサービスの実施を徹底するとともに、その評

価と見直しを随時行う。 

② 入浴・食事・排泄の介護において、その内容について随時見直しを図り、入

居者一人ひとりの心身の状態に応じた、安心・安全で快適な方法を目指す。 

③ 個々の入居者の身体状況やニーズに合わせ日常生活にリズムと潤いを持た

せる。 

④ 家族及びボランティアの方々のご理解とご協力を得ながら、積極的に外出す

る機会を作っていく。 

⑤ 意思表示の困難な入居者に援助するときは、ご家族の意向を伺うとともに、

その方の状態を見て何が必要とされるのかを絶えず検討していく。 
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⑥ 日常生活において可能な機能訓練を極力実施していく。 

⑦ 創意工夫により身体拘束をしない介護を維持していく。 

 

（２）看取りケアの実施 

 終末期であると入居者が医師から判断された場合、当施設で最後まで暮らすこ

とを希望された入居者に対して、看取りの指針に基づいたケアを実施していく。 

 

（３）ケアプランの充実 

立案、実施、記録、評価等の一連の過程を全職員が入居者の自立支援に向けて

一丸となる体制を維持、強化するとともに、情報を共有し、より良いケアプラ

ンの作成と、サービス提供を目指す。 

 また、入居者の尊厳を守り、プライバシー及び身体拘束についての適切な対応

の仕方並びに認知症に対する正しい理解と対処方法等についても、施設内研修

会や必要に応じ勉強会を開催する等により職員全員の周知に努める。 

 

（４）快適生活空間整備（整理整頓、動線の創意など） 

 入居者のベッド周りから、居室、共有部分、職員室を始め倉庫に至るまで、職

員全員が整理整頓に努め、動線を短くするなど創意工夫する。入居者に寄り添

い支援しやすい環境整備に努める。 

 

（５）保健衛生及び医療ケアの推進 

① 嘱託医による診察を定期的に実施する。併せて、看護職員による日常の健康

状態の把握、機能訓練行うことで入居者の身体機能の保持・低下防止に努める。 

② 疾病等医療措置が必要な場合は、原則として、協力病院である「さいかいク

リニック」に診療を要請する。 

③ 定期健康診断の実施等通して、疾病の早期発見、早期治療に努める。 

④ 入居者の身体状況に応じた方法によって、週２回の入浴または清拭を行う。 

⑤ 衛生管理を徹底し、「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指

針」に基づき感染症予防に努める。 

⑥ 看取りケアに関する職員教育を実施する。 

⑦ 感染症予防の一環として、入居者はもとより、本年度も全職員に対するイン

フルエンザ接種を行うこととする。 

⑧ 食事介助やたんの吸引等の介護支援において、入居者の安心安全を考え、看

護職員の関わりを重視し、その専門性がより発揮されるよう、必要時、看護職

員の勤務時間帯の変更をする。 

⑨ 「介護職員等によるたん吸引等の実施のための研修」に、介護職員の受講を
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継続的に実施する。 

 

（６）食事 

① 低栄養状態の予防・改善を図るために栄養ケア計画書を作成し、定期的に評

価、見直しを行うことによる栄養ケアマネジメントを実施する。 

② 年齢・性別・身体状況から算出された食事摂取基準を満たす献立になるよう

管理栄養士と協議し、入居者の生活習慣病等の改善に努める。また、摂取量が

低下している入居者に対しては、高カロリー食品を取り入れる等柔軟に対応す

る。 

③ 疾患のある入居者には、その病態に応じた治療食を提供する。 

④ 行事食等については、季節感のある献立や入居者の嗜好に配慮したものとし、

ご家族と一緒に楽しめる機会を設ける。入居者の状態に応じた食形態の食事を

提供する。 

⑤ 適時適温給食を実施する。 

⑥ 衛生管理を徹底し、マニュアルに基づき食中毒防止に努める。 

 

（７）防災への対応 

 防災訓練については、特に夜間を想定した火災通報、初期消火、避難訓練、防

災設備の復旧、地震対策等訓練を重点的に実施する。 

 備蓄食料品・医薬品等の確保。定期的点検整備を行い緊急事態に備える。 

 

（８） 設備等の環境整備 

 施設の設備や備品が経年により老朽化がさらに進んでおり、突発的事態も考え、

財源捻出を念頭に、修理・補修・購入を進める。事業所内の設備で特に劣化著

しい箇所や緊急性を伴う個所の環境整備から優先的に行う。 

 

（９） 実習生の受入 

介護福祉士やホームヘルパー等の実習の場として、大学（福祉学部）、福祉専門

学校等からの実習生受け入れに努める。 
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８．ユニット目標の設定と具体的な取り組み 

  ユニット毎にユニットの目標を定め、併せて具体的な取り組みを検討実行。 

ユニット名 目標 具体的取組 

山ユニット 入居者様に対して、

思いやりの心を持ち

支援に努める。 

・入居者様が安心して穏やかに過ごし

ていける様に一人一人の意思や人格

を尊重しケアにあたる。 

桜ユニット 生きる楽しみを職員

一丸となって増やし

ていく。 

・明るく家庭的な雰囲気 

・各職員が報連相及び連携を図る。 

桃ユニット 会話の質と量を増や

す。事故防止。 

 

・家族との連携により入居者の理解を

深める。 

・日々の生活を目に見える形で残しコ

ミュニケーションツールとして活用。 

麗ユニット 入居者様の安全と笑

顔のある暮らしの提

供。 

・小さな変化に気付き、専門職との連

携を図る。 

・入居者だけでなくご家族のも笑安心

して頂ける関係作り。 

春ユニット 個性と意思を尊重

し、安全で肝によく

生活できる様、サー

ビス提供する。 

・尊厳とその人らしさを守る。 

・全ての言動を入居者の立場になって

考え行動する。 

 

 

９．各委員会・会議が明確な目標を立案し、達成する。 

（１）会議等日程                                    

【進行責任者◎】 

 会議名（場所） 日程 参加者／目標 

運
営
委
員
会 

運営委員会 

（２階会議室） 

第２金曜日 

15:00~16:30 

◎施設長、施設主幹、施設主査、

各施設主事、生活相談員、介護

支援専門員、管理栄養士、看護

職員、事務職員 

 

入居検討会議 

（２階会議室） 

第２金曜日 

15:00~16:30 

目標： 

・入居待機者順位整備と明確化 

・入居までの流れの構築 
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苦情処理会議 

（２階会議室） 

第２金曜日 

15:00~16:30 

目標： 

・発生事例からの検討と予防 

処遇改善会議 

（２階会議室） 

第２金曜日 

15:00~16:30 

目標： 

・各職種教育計画の見直し及び

構築 

法令順守会議 

（２階会議室） 

第２金曜日 

15:00~16:30 

目標： 

・関係法令や法人内規程の更新

事項を速やかに発信し、周知徹

底する。 

衛生推進会議 第２金曜日 

15:00~16:30 

目標： 

・職員が安心して就労できる環

境作り。 

 

ユニット検討会議 第２金曜日 

15:00~16:30 

目標： 

・各ユニットでの課題の討議と

検討及び連携 

 

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
委
員
会 

リスクマネジメント

委員会 

（２階会議室、４階

面談室） 

 

第３月曜日 

16:00~17:30 

◎施設長、生活相談員、介護支

援専門員、看護職員、介護職員 

 

事故対策会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３月曜日 

16:00~17:30 

目標： 

・２６年度のインシデント報告

書の提出件数の減少に努め

る。 

・誤薬事故発生ゼロを目指す。 

 

医
療
対
策
委
員
会 

医療対策委員会 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３木曜日 

16:00~17:30 

◎施設長、生活相談員、介護支

援専門員、管理栄養士、看護職

員、介護職員 

 

褥瘡対策会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３木曜日 

16:00~17:30 

目標： 

・褥瘡の改善と予防に努め、褥

瘡ゼロを目標とする。 
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感染対策会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３木曜日 

16:00~17:30 

目標： 

・熱中症、脱水症状、インフル

エンザ、ノロウイルスの感染や

発症ゼロ。 

 

機能訓練会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３木曜日 

16:00~17:30 

目標： 

生活リハビリの構築。 

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
委
員
会 

ケアサービス委員会 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３金曜日 

16:00~17:30 

◎施設長、生活相談員、看護職

員、介護職員 

サービス担当者会議 

（４階面談室） 

毎週火曜日 

13:30~15:30 

◎施設長、施設主査、生活相談

員、介護支援専門員、管理栄養

士、看護職員、担当介護職員 

目標： 

標準ケアの共通認識を図る。 

 

身体拘束会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３金曜日 

16:00~17:30 

目標： 

入居者に対して一人の人とし

て個人を尊重する、親しみのあ

る対応ができる。 

 

 

給食会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３金曜日 

16:00~17:30 

目標： 

『家庭の食卓へ』標準ケアの

共通認識を図る。 

介
護
福
祉
課
会
議 

入居事前会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第１週 

16:00~17:30 

◎施設長、施設主幹、施設主査、

生活相談員、介護支援専門員、

管理栄養士、看護職員 

 

施設主事会議 

（４階面談室） 

必要時 ◎施設主幹、施設主査、施設主

事 

 

ユニット会議／各ユ

ニット毎 

（各ユニット内） 

１回／月 

19:00~20:30 

◎各施設主事、生活相談員、各

ユニット職員 
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そ
の
他 

家族会役員会 定期的開催 家族会役員、◎施設長、施設

主幹、施設主査、生活相談員、

介護支援専門員、介護職員、

事務員 

法 人 主 催 秋 祭 り

（仮） 

１１月１１日 

予定 

◎管理部・診療事業部・福祉

事業部 

 

法
人
会
議 

福祉事業部会議 給与日翌日 福祉事業部部長、各福祉事業

部課長、総務課長 

 

 

課長会議 伝送請求後 各福祉事業部課長 

 

 

 

（２）義務での委員会・任意での委員会と設置しており、全ての職員が何らか 

の委員会へ携わる状況は作れている。各委員会にて知り得た情報を更に

分析し情報の共有をすることでサービスの向上へ繋げる。 
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１０．今後の特別養護老人ホームの方向性 

日本人の人口減少幅は、年々大きくなっていき、人口構成の変化に伴い

「2025年、2030年問題」が起きることが予想される。 

団塊世代が 75歳以上となり、65歳以上の割合が 30％超え、後期高齢者 2000

万人社会になる。50万人もの人が病院等のベッド数不足から行き場所を失

う予測され、現状より医療費は 4 倍、要介護認定率 6 倍、介護給付費は 9

倍に到達し、後期高齢人口増の少子高齢化社会を迎える。また介護人材の

需要数 253 万人、供給数 215 万人、需給差数 37.3 万人と需要と供給のギ

ャップが生じ、介護人員不足も予測され、人材確保構築も求められる。ま

た、2030年問題は、未婚や離別、死別による単身世帯の急増が起きるとさ

れ、一人暮らし世帯は 4割に迫ると予測され、このような状況からも、特

別養護老人ホームの位置づけとして、今後さらに超高齢社会に向けた対策

は重要な課題である。 

平成２８年度は、介護制度を取り巻く社会情勢や地域ニーズの変化に、

柔軟かつ的確に対応するための「組織改正」を実施することで魅力的な事

業所運営と働きやすい職場環境の構築を目指す。 

基本報酬だけに依存せず、加算算定に向け積極的な取り組みを行い、持続

可能な事業所運営の安定化、ひいては、入居者に対する介護サービスの向

上を目指していく。 

地域社会・家族との連携として、入居者家族やボランティア、地域の学校、

官公庁と連携、相互協力し、入居者の余暇活動や行事実施の推進する為、

各種行事等を通じて、ボランティアや地域の学校等と協力し、入居者と地

域社会との接点を確保していくこと。また入居者の各種行事等への参加を

要請する等、入居者とその家族との面会の機会をも確保すること。 

社会福祉法人改革も行われ、社会福祉法人間の連携及、経営組織の在

り方や運営の透明性確保に加え、地域の福祉ニーズを踏まえた「地域公益

活動」の実施が義務化される。 

介護職員の確保と職員の資質の向上について、介護保険施設の安定した

運営に対応できる人材の確保と人材の育成が急務であり、介護職員と医療

職員の一層の連携、協働を行い、当事業所の施設運営の基本理念の実現に

向けて、職員の資質及び能力向上と、更なる周知を図る。 

外部研修への積極的参加と内部研修の一層の充実が図られるよう創意工

夫する。研修がより実効あるものとなるよう、各分野にわたる研修を計画

的に実施し、各職員の必要知識・技術等の修得を目指す。運営委員会や各

委員会を活用して職員の意向等を把握し、職員の意識改革や能力向上に繋

がるよう努める。 
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１１．運営に当たっての重点項目 

（１）離職率低下 

   ※介護職員確保の為、これからの離職率推移していく。また、全国的に

賃金が低い要因の一つとして、スキルが低いことがあり、国もスキル

を度外視して賃金に注視している傾向である。２０１６年時点で、当

事業所でもスキルの低さは否めない現状である。推移した離職率を基

に、介護従事者総数を増やす対策だけに頼るのではなく、介護職員教

育計画に基づいて在籍職員個々の能力・スキルを増やすことや、喀痰

吸引等研修・キャリアアップ試験等においての有資格者を増やすこと

等で、マンパワーを増大させていく。 

 

（２）福利厚生の充実 

※単に処遇改善加算のバラマキをするのではなく、向上したスキルと比

例して、処遇改善加算手当を通じて金銭的優遇に繋げることで、他法

人に人材が流れないように福利厚生の充実化を進める。その為にも、

当法人独自の処遇改善計画である介護職員教育計画の精度を上げ改

善・明確化し、更なる具体的構築を図り運用していくことを目標とす

る。 

賃金アップに重きを置くのではなく、福利厚生を外部委託にすること

により、様々な職員処遇の充実を図る。管理部の事業計画と併せて福

利厚生については外部委託等の検討をする。 

 

（３）困難な介護職員の確保、人事考課システムの構築 

※SPI 総合検査が提供する適性検査を活用することにより、性格と能力の

2 領域を測定する。バラつきがない、ある一定の評価基準を第三者が

行う事で、面接の効率化・素質や特性の見極めを行い適材適所の配置

をする事により、スーパーバイザーの負担軽減や職員ストレス低下に

なり、強いては離職率の低下にも繋がる。 

また、人事考課システム構築を要する。人事考課システムによる実評

価により、賞与の支払いをすることでも、離職率低下に繋げる。双方

ともに、管理部の事業計画と併せて介護職員の確保についても検討を

する。 

さらに、介護職員だけではなく、各専門職の充足、特に介護支援専門

員は、施設サービス計画作成者であり、中核を担う職員である為、適

材職員の確保を早急に配置していく。 
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（４）社会福祉法人間の大規模化・協働化 

※今後の社会福祉法人の在り方について、今からは弱小の社会福祉法人

では困難となることが予想される。その為、地域全体の社福の連携や

合併等の繋がりを確立することで、生き抜いていくことを国が示して

いる。「ヒト・モノ・カネ」は低下する一方である。地域は基より、老

人福祉施設協議会や経営者部会等の参入し、社福の施設長同志の繋が

りを強固なものにする為、各協議会・委員会・研修会等を積極的に参

加していく。 

 

（５）入居待機者の獲得 

   ※入居待機者数においては、平成２７年度より要介護度１から２に関 

して、条件付き入居となり、要介護度３以上からの入居が原則となっ

た。当事業所は、３０名前後の入居待機者を有しているが、実質は全

体待機者数の３割にも満たない状況である。その為、法人内の他事業

所との連携は基より、西海市を中心として、行政の協力を得ながら、

地域に対しては特養の存在を、福祉関係事業所並びに病院・診療所等

においては、待機者数情報を含めた情報提供を行い、広域且つ定期的

に周知し、地域住民に事業所を活用して頂けるよう活動する。 
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社会福祉法人 福医会 

西海福祉事業部 介護福祉課 

 

 

短期入所生活介護 さいかい 

 

 

平成２８年度 事業計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成責任者：第４期 川添 大輔 
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短期入所生活介護 さいかい 事業計画 

 

施設概要 

・法人組織 西海福祉事業部 介護福祉課 

 

名称  『短期入所生活介護 さいかい』 

所在地  長崎県西海市大島町１８７６番地５９ 

 

 

管理者 定款の定める重要人事により役員会の決議に決定、原則任期は２年間 

    現在 第４期（2015/3/16～2017/3/15）施設長 川添 大輔 

 

    拠点会計責任者 川添 大輔   出納職員 松田 玲子 

    預り金管理者  川添 大輔   出納職員 深山 郁美 

    安全衛生推進者 川添 大輔 

    防火防災管理者 矢野 健輔 

 

職員数 介護職員１３名 生活相談員３名（介護職員・生活相談員兼務） 

    介護支援専門員２名（介護支援相談員・生活相談員兼務） 

    看護職員２名 機能訓練指導員２名（看護職員・機能訓練指導員兼務） 

管理栄養士１名 事務職員１名 支援員１名 

厨房職員は常務委託により委託先（日清医療食品）職員 

 

利用者 定員数 ８名  （１ユニット） 

    ５階 花ユニット ８名 

 

    現在の利用者数  名（2016/3/1時点） 
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法人理念 

 

敬天愛人 
『全ての物事に感謝し幸せへの追求を行います』 

 

特別養護老人ホーム さいかい理念（併設施設） 

 

尊厳・生活・つながり ～共に生き「自分だったら」が作る笑顔の創造～ 

 

 

短期入所生活介護 さいかい 事業計画 

 

１．事業目的 

  指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護は、介護保険法

令の趣旨に従い、ご契約者（利用者）がその有する能力に応じ可能な限り

自立した日常生活が営むことができるように支援することを目的として、

必要な居室及び共用施設等をご利用頂き、短期入所生活介護サービス及び

介護予防短期入所生活介護サービスを提供します。 

 

２．運営方針 

  本事業は、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限り

居宅において、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、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能

訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者のご家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的に実施する。 
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西海市第６期介護保険事業計画及び老人福祉計画 参照 
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３．平成２７年（４月から３月）における事業実績 

 計画人数 実績人数 計画額 実績額 計画達成率 

４月 7.2人 7.1人 2,622,733円 2,544,245円 97.01％ 

５月 6.8人 6.7人 2,609,435円 2,531,630円 97.02％ 

６月 6.8人 6.7人 2,524,437円 2,442,185円 96.74％ 

７月 7.2人 6.5人 2,710,825円 2,480,720円 91.51％ 

８月 6.5人 5.8人 2,493,187円 2,149,875円 86.23％ 

９月 6.5人 6.1人 2,411,939円 2,235,380円 92.68％ 

１０月 7.2人 7.6人 2,710,825円 2,847,110円 105.03％ 

１１月 6.7人 7.8人 2,486,937円 2,821,375円 113.45％ 

１２月 6.6人 7.4人 2,531,936円 2,791,908円 110.27％ 

１月 7.2人 6.6人 2,633,326円 2,345,010円 89.05％ 

２月 6.6人 7.3人 2,366,940円 2,742,240円 115.86％ 

３月 6.7人 ○．○人 2,570,686円 ○○○○円 ○．○％ 

平均 6.65人 6.9人 2,556,100円 2,539,243円 99.53％ 

合計 82.0人 76.2人 30,673,206円 27,931,678円  

※    は、２月提供分までの算定数。 

 

 

４．事業目標 

（１）稼働目標 

１日平均６.９名以上（利用稼働率８６．３％以上） 

 

（２）短期入所生活介護１日収入目標単価 

１２，０００円／名 
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【数値の単位は「単位（１単位＝１０円）」】 

項目 単位 備考 

併設型ユニット型短期入所生活介護費（Ⅰ） 

要介護度１ ６７７  

要介護度２ ７４３  

要介護度３ ８１４  

要介護度４ ８８０  

要介護度５ ９４６  

併設ユニット型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ） 

要支援１ ５０８  

要支援２ ６３１  

算定する加算項目 

サービス提供体制加算Ⅱ ６  

夜勤配置加算Ⅱ １８ 介護予防算定なし。 

介護処遇改善加算Ⅰ 合計単価×５９ 

÷１０００ 

 

算定できる加算項目（対象者のみ） 

送迎加算 １８４  

長期利用者に対する短期入所生活介護 ▲３０ １日につき 

 

  

５．行事等日程 

月 行事 備考 

４月 お花見鑑賞 ※開花時期に合わせる。 

５月 母の日  

６月 父の日  

７月 七夕  

８月   

９月 敬老会・避難訓練（仮）  

１０月 コスモス鑑賞 ※開花時期に合わせる。 

１１月 法人設立記念日（仮） 法人全体 

１２月   

１月 初詣  

２月 節分  

３月 避難訓練（仮）  
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（１）別に、ボランティア・レクリエーション等は、希望・依頼・打診などに

より、随時計画検討する。 

（２）防火管理者が中心で、災害（火災・地震等）に備え、防災訓練を実施し、

マニュアルの周知徹底を図り、防災に対する意識・知識の向上に努める。 

 

６．平成２８年度のおける収入目標 

月 月平均人数 介護保険 利用者負担金 合計 

４月 ６．９人 2,045,000円 430,000円 2,475,000円 

５月 ６．９人 2,126,000円 446,000円 2,572,000円 

６月 ７．０人 2,075,000円 435,000円 2,510,000円 

７月 ６．９人 2,114,000円 444,000円 2,558,000円 

８月 ６．８人 2,095,000円 438,000円 2,533,000円 

９月 ６．８人 2,015,000円 423,000円 2,438,000円 

１０月 ６．９人 2,114,000円 444,000円 2,558,000円 

１１月 ７．０人 2,075,000円 435,000円 2,510,000円 

１２月 ６．９人 2,126,000円 446,000円 2,572,000円 

１月 ６．８人 2,083,000円 436,000円 2,519,000円 

２月 ６．９人 1,976,000円 415,000円 2,391,000円 

３月 ７．０人 2,157,000円 453,000円 2,610,000円 

平均 ６．９人 2,084,000円 438,000円 2,520,000円 

合計 ８２．８人 25,010,000円 5,236,000円 30,246,000円 

 

７．職務内容 

 

利用を希望されるご家族が多いという状況を認識し、また、利用率向上のため、

できるだけ迅速・円滑に利用者を受け入れるように努める。 

 また、ご家族の急病や虐待等による、緊急時等も、可能な限り受け入れるよう

調整する。 

 

（１）介護 

① 施設サービス計画書に基づいたサービスの実施を徹底するとともに、その評

価と見直しを随時行う。 

② 入浴・食事・排泄の介護において、その内容について随時見直しを図り、利

用者一人ひとりの心身の状態に応じた、安心・安全で快適な方法を目指す。 

③ 個々の利用者の身体状況やニーズに合わせ日常生活にリズムと潤いを持た

せる。 
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④ 意思表示の困難な利用者に援助するときは、ご家族の意向を伺うとともに、

その方の状態を見て何が必要とされるのかを絶えず検討していく。 

⑤ 日常生活において可能な機能訓練を極力実施していく。 

⑥ 創意工夫により身体拘束をしない介護を維持していく。 

 

（２）ケアプランの充実 

立案、実施、記録、評価等の一連の過程を全職員が利用者の自立支援に向けて

一丸となる体制を維持、強化するとともに、情報を共有し、より良いケアプラ

ンの作成と、サービス提供を目指す。 

 また、利用者の尊厳を守り、プライバシー及び身体拘束についての適切な対応

の仕方並びに認知症に対する正しい理解と対処方法等についても、施設内研修

会や必要に応じ勉強会を開催する等により職員全員の周知に努める。 

 

（３）快適生活空間整備（整理整頓、動線の創意など） 

 利用者のベッド周りから、居室、共有部分、職員室を始め倉庫に至るまで、職

員全員が整理整頓に努め、動線を短くするなど創意工夫する。利用者に寄り添

い支援しやすい環境整備に努める。 

 

（４）保健衛生及び医療ケアの推進 

① 疾病等医療措置が必要な場合は、原則として、協力病院である「さいかいク

リニック」に診療を要請する。 

② 利用者の身体状況に応じた方法によって、入浴または清拭を行う。 

③ 衛生管理を徹底し、「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指

針」に基づき感染症予防に努める。 

④ 感染症予防の一環として、利用者はもとより、本年度も全職員に対するイン

フルエンザ接種を行うこととする。 

 

（５）食事 

① 低栄養状態の予防・改善を図るために栄養ケア計画書を作成し、定期的に評

価、見直しを行うことによる栄養ケアマネジメントを実施する。 

② 年齢・性別・身体状況から算出された食事摂取基準を満たす献立になるよう

管理栄養士と協議し、利用者の生活習慣病等の改善に努める。また、摂取量が

低下している利用者に対しては、高カロリー食品を取り入れる等柔軟に対応す

る。 

③ 疾患のある利用者には、その病態に応じた治療食を提供する。 

④ 行事食等については、季節感のある献立や利用者の嗜好に配慮したものとし、
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利用者の状態に応じた食形態の食事を提供する。 

⑤ 適時適温給食を実施する。 

⑥ 衛生管理を徹底し、マニュアルに基づき食中毒防止に努める。 

 

（６）防災への対応 

 防災訓練については、特に夜間を想定した火災通報、初期消火、避難訓練、防

災設備の復旧、地震対策等訓練を重点的に実施する。 

 備蓄食料品・医薬品等の確保。定期的点検整備を行い緊急事態に備える。 

 

（７） 設備等の環境整備 

 施設の設備や備品が経年により老朽化がさらに進んでおり、突発的事態も考え、

財源捻出を念頭に、修理・補修・購入を進める。事業所内の設備で特に劣化著

しい箇所や緊急性を伴う個所の環境整備から優先的に行う。 

 

（８）行事・イベント 

クラブ活動、レクリエーション、行事、利用者の有する能力を活用した 

介護等を通じて、身体機能の維持を図るための必要な訓練を行う。 

 

 

  ８．ユニット目標の設定と具体的な取り組み 

  ユニット毎にユニットの目標を定め、併せて具体的な取り組みを検討して

実行していく。 

ユニット名 目標 具体的取組 

花ユニット レクリエーションの更な

る充実。全体で楽しめる

イベントを企画・立案し

実施する。 

・施設内外の意見を把握し、当日

だけでなく、イベントまでの過程

も楽しめる様、計画する。 

利用者のみならず、ご家族・特養

利用者も参加できる様配慮する。 
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９．各委員会・会議が明確な目標を立案し、達成する。 

（１）会議等日程                                    

【進行責任者◎】 

 会議名（場所） 日程 参加者／目標 

運
営
委
員
会 

運営委員会 

（２階会議室） 

第２金曜日 

15:00~16:30 

◎施設長、施設主幹、施設主査、

各施設主事、生活相談員、介護

支援専門員、管理栄養士、看護

職員、事務職員 

苦情処理会議 

（２階会議室） 

第２金曜日 

15:00~16:30 

目標： 

・発生事例からの検討と予防 

処遇改善会議 

（２階会議室） 

第２金曜日 

15:00~16:30 

目標： 

・各職種教育計画の見直し及び

構築 

法令順守会議 

（２階会議室） 

第２金曜日 

15:00~16:30 

目標： 

・関係法令や法人内規程の更新

事項を発信し、周知徹底する。 

衛生推進会議 第２金曜日 

15:00~16:30 

目標： 

・職員が安心して就労できる環

境作り 

ユニット検討会議 第２金曜日 

15:00~16:30 

目標： 

・各ユニットでの課題の討議と

検討及び連携。 

リスクマネジメント

委員会 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３月曜日 

16:00~17:30 

◎施設長、生活相談員、介護支

援専門員、看護職員、介護職員 

 

リ
ス
ク
委
員
会 

事故対策会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３月曜日 

16:00~17:30 

目標： 

・２６年度のインシデント報告

書の提出件数の減少に努める。 

・誤薬事故発生ゼロを目指す。 

医療対策委員会 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３木曜日 

16:00~17:30 

◎施設長、生活相談員、介護支

援専門員、管理栄養士、看護職

員、介護職員 

医
療
対

策
委
員

会 

褥瘡対策会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３木曜日 

16:00~17:30 

目標： 

・褥瘡の改善と予防に努め、褥

瘡ゼロを目標とする。 
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感染対策会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３木曜日 

16:00~17:30 

目標： 

・熱中症、脱水症状、インフル

エンザ、ノロウイルスの感染や

発症ゼロ。 

 

機能訓練会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３木曜日 

16:00~17:30 

目標： 

生活リハビリの構築。 

ケアサービス委員会 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３金曜日 

16:00~17:30 

◎施設長、生活相談員、看護職

員、介護職員 

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
委
員
会 

サービス担当者会議 

（４階面談室） 

毎週火曜日 

13:30~15:30 

◎施設長、施設主査、生活相談

員、介護支援専門員、管理栄養

士、看護職員、担当介護職員 

目標： 

標準ケアの共通認識を図る。 

身体拘束会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３金曜日 

16:00~17:30 

目標： 

利用者に対して一人の人とし

て個人を尊重する、親しみのあ

る対応ができる。 

給食会議 

（２階会議室、４階

面談室） 

第３金曜日 

16:00~17:30 

目標： 

『家庭の食卓へ』標準ケアの

共通認識を図る。 

施設主事会議 

（４階面談室） 

必要時 ◎施設主幹、施設主査、施設

主事 

介
護
福
祉
課
会
議 

ユニット会議／各ユ

ニット毎 

（各ユニット内） 

１回／月 

19:00~20:30 

◎各施設主事、生活相談員、各

ユニット職員 

法人主催秋祭り（仮） １１月１１日 

予定 

◎管理部・診療事業部・福祉事

業部 

福祉事業部会議 給与日翌日 福祉事業部部長、各福祉事業

部課長、総務課長 

 

そ
の
他 

課長会議 伝送請求後 

 

 

各福祉事業部課長 



  社会福祉法人福医会 

12 

 

（２）義務での委員会・任意での委員会と設置しており、全ての職員が何らか

の委員会へ携わる状況は作れている。各委員会にて知り得た情報を更に分

析し情報の共有をすることでサービスの向上へ繋げる。 

 

 

１０．今後の短期入所生活介護の方向性 

日本人の人口減少幅は、年々大きくなっていき、人口構成の変化に伴い

「2025年、2030年問題」が起きることが予想される。 

団塊世代が 75歳以上となり、65歳以上の割合が 30％超え、後期高齢者 2000

万人社会になる。50万人もの人が病院等のベッド数不足から行き場所を失

う予測され、現状より医療費は 4 倍、要介護認定率 6 倍、介護給付費は 9

倍に到達し、後期高齢人口増の少子高齢化社会を迎える。また介護人材の

需要数 253 万人、供給数 215 万人、需給差数 37.3 万人と需要と供給のギ

ャップが生じ、介護人員不足も予測され、人材確保構築も求められる。ま

た、2030年問題は、未婚や離別、死別による単身世帯の急増が起きるとさ

れ、一人暮らし世帯は 4割に迫ると予測され、このような状況からも、短

期入所介護の位置づけとして、在宅支援の一環として、また在宅と施設の

橋渡し的役割としても、対策が求められる。 

余暇活動として、身体機能の低下や認知症の進行の予防のために、有す

る能力が発揮出来き、余暇時間を有意義に過ごせるように、行事、生きが

い活動を通じて、楽しく､活き活きとした生活を提供すると共に地域交流

の一環としてボランティアを募り、セミパブリックスペースとして活用。 

昨年度までは、長期の方が利用の多くを占めていたが、特養入居や特養

待機者となる為、長期利用者が退所となると運営に大きく影響する。月２

回の居宅支援事業所訪問・電話での空室情報提供等により新規スポット利

用者及び継続利用者やリピーターの獲得出来ている。引き続き実施し獲得

に繋げていく。 

平成２８年度は、介護制度を取り巻く社会情勢や地域ニーズの変化に、

柔軟かつ的確に対応するための「組織改正」を実施することで魅力的な事

業所運営と働きやすい職場環境の構築を目指す。 

基本報酬だけに依存せず、加算算定に向け積極的な取り組みを行い、持続

可能な事業所運営の安定化、ひいては、入居者に対する介護サービスの向

上を目指していく。 

地域社会・家族との連携として、入居者家族やボランティア、地域の学校、

官公庁と連携、相互協力し、入居者の余暇活動や行事実施の推進する為、

各種行事等を通じて、ボランティアや地域の学校等と協力し、入居者と地
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域社会との接点を確保していくこと。また入居者の各種行事等への参加を

要請する等、入居者とその家族との面会の機会をも確保すること。 

社会福祉法人改革も行われ、社会福祉法人間の連携及、経営組織の在

り方や運営の透明性確保に加え、地域の福祉ニーズを踏まえた「地域公益

活動」の実施が義務化される。 

介護職員の確保と職員の資質の向上について、介護保険施設の安定した

運営に対応できる人材の確保と人材の育成が急務であり、介護職員と医療

職員の一層の連携、協働を行い、当事業所の施設運営の基本理念の実現に

向けて、職員の資質及び能力向上と、更なる周知を図る。 

外部研修への積極的参加と内部研修の一層の充実が図られるよう創意工

夫する。研修がより実効あるものとなるよう、各分野にわたる研修を計画

的に実施し、各職員の必要知識・技術等の修得を目指す。運営委員会や各

委員会を活用して職員の意向等を把握し、職員の意識改革や能力向上に繋

がるよう努める。 

 

 

１１．運営に当たっての重点項目 

（１）離職率低下 

   ※介護職員確保の為、これからの離職率推移していく。また、全国的に

賃金が低い要因の一つとして、スキルが低いことがあり、国もスキル

を度外視して賃金に注視している傾向である。２０１６年時点で、当

事業所でもスキルの低さは否めない現状である。推移した離職率を基

に、介護従事者総数を増やす対策だけに頼るのではなく、介護職員教

育計画に基づいて在籍職員個々の能力・スキルを増やすことや、喀痰

吸引等研修・キャリアアップ試験等においての有資格者を増やすこと

等で、マンパワーを増大させていく。 

 

（２）福利厚生の充実 

※単に処遇改善加算のバラマキをするのではなく、向上したスキルと比

例して、処遇改善加算手当を通じて金銭的優遇に繋げることで、他法

人に人材が流れないように福利厚生の充実化を進める。その為にも、

当法人独自の処遇改善計画である介護職員教育計画の精度を上げ改

善・明確化し、更なる具体的構築を図り運用していくことを目標。 

賃金アップに重きを置くのではなく、福利厚生を外部委託にすること

により、様々な職員処遇の充実を図る。管理部の事業計画と併せて福

利厚生については外部委託等の検討をする。 
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（３）社会福祉法人間の大規模化・協働化 

※今後の社会福祉法人の在り方について、今からは弱小の社会福祉法人

では困難となることが予想される。その為、地域全体の社福の連携や

合併等の繋がりを確立することで、生き抜いていくことを国が示して

いる。「ヒト・モノ・カネ」は低下する一方である。地域は基より、老

人福祉施設協議会や経営者部会等の参入し、社福の施設長同志の繋が

りを強固なものにする為、各協議会・委員会・研修会等を積極的に参

加していく。 

 

（４）地域への発信 

   ※事業所内での活動として、セミパブリックスペースとしての機能する

ことで、レクリエーションやイベントを行い、またボランティア受入 

等により、地域貢献を充実させる。 

さらに、事業所外の活動としては、利用区域内外において、居宅支援事

業所や病院・診療所等への定期的な情報提供・公開を行う。そのことに

より、宣伝・周知が出来、認知度が上がり、利用者獲得に繋げていく。 

 

（５）在宅支援課との連携 

  ※地域包括ケアシステムに代表される通り、地域との関わりを増やしてい

くと共に、在宅支援課のデイケア・訪問介護・訪問リハとの連携を行う

事により、利用者ニーズに応えることが出来、且つ法人内利用率向上に

も繋げる。在宅支援課との連携を図りつつ、統合も視野に入れた検討を

行う。 
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社会福祉法人 福医会 

西海福祉事業部 老人福祉課 

 

養護老人ホームさいかい  

 

平成２８年度 事業計画書 

 

 

 

 

平成 28 年 3 月 16 日 

作成責任者：第４期施設長 德永 翔 
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施設概要 

・老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条３に定める老人福祉施設 

・老人福祉施設のうち、行政による措置施設 

 

・社会福祉法人福医会定款に定める第一種社会福祉事業 

・法人組織 西海福祉事業部 老人福祉課 

 

名称  『養護老人ホーム さいかい』 

所在地  長崎県西海市崎戸町蠣浦郷 2060-6 

 

建物  鉄筋コンクリート造（耐用年数 39 年） 

    地上二階 

    建築面積 １２５６．１㎡ 

    延べ面積 １８５９．３㎡ 

年月建築 

    １９８８年０３月 竣工 

    １９９１年０３月 スプリンクラー設備整備 

    ２００５年０４月 西海市発足 『養護老人ホーム 緑風園』改称 

    ２００８年１２月 ＥＶ設置 設備改修 

    ２０１１年西海市より譲渡により法人所有 

土地  ○○○○㎡ 

    ２０１１年西海市より○○○○年までの無償貸与 

 

管理者 定款の定める重要人事により役員会の決議に決定、原則任期は２年間 

現在 第４期（2015/3/16～2017/3/15）施設長 德永 翔 

 

拠点会計責任者 德永 会計担当出納職員 前平 出納職員 坂口 

預り金管理者  德永 会計担当出納職員 前平 出納職員 川口 

安全衛生推進者 浅井 

防火防災管理者 前平 

 

職員数 看護師２名 相談員２名 支援員３名 栄養士１名 事務員１名 

    厨房職員は業務委託により委託先（日清医療食品）職員 

 

利用者 定員数５０名  

１人部屋４６室 ２人部屋２室（夫婦部屋） 

 

現在の利用者数 ３９名（２０１６/３/１５時点）内 入院１名 
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平成２３年度 開所以来利用者の推移 

 

 

 

 
Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 

０４月！ 40 32 39 39 39 38 

０５月 40 32 39 39 39 40 

０６月 42 32 41 37 38 39 

０７月！ 42 31 39 36 38 38 

０８月 42 32 38 40 37 40 

０９月 42 36 36 37 40 39 

１０月！ 41 36 36 39 38 38 

１１月 40 38 37 40 39 41 

１２月 40 38 38 43 40 41 

０１月！ 37 37 38 42 39 40 

０２月 35 37 40 42 39 44 

０３月 34 39 41 39 39 42 

平均 39.6 35 38.5 39.4 38.75 40.0 

 年間         475         420        462        473         465    480 

 

 

 

 

40 40 
42 42 42 42 41 40 40 

37 
35 34 

32 32 32 31 32 

36 36 
38 38 37 37 

39 39 39 
41 

39 38 
36 36 37 38 38 

40 41 
39 39 

37 36 

40 
37 

39 40 
43 42 42 

39 39 39 38 38 37 
40 
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施設沿革 

 

１９３２年０７月０１日 安国寺境内に住職・長岡亮源氏の民間社会福祉事業として 

救護施設を創設（入所定員 ７名で発足） 

長崎県西彼杵郡崎戸町蠣浦郷 1753 番地 

                                  民間時代 

 

１９５０年０５月０１日 生活保護法 公立養老院施設として認可 

            『崎戸町敬老院』（入所定員１５名） 

            開設者 崎戸町長 

 

１９５５年１１月０４日 敬老院電話架設 

 

１９５６年０４月０１日 条例改正 入所定員３０名 増員 

 

 

１９６３年０９月０１日 老人福祉法の公布に伴い、養護老人ホーム『崎戸町緑風園』

と改称 

 

１９６５年１２月２０日 新施設（蠣浦郷 2060 番地）移転 

 

１９７１年０３月３１日 拡張工事竣工 

 

１９７１年０４月０１日 入所定員９０名 増員 

 

１９８０年０４月０１日 入所定員７０名 減員 

 

１９８２年０７月０１日 創設５０年を迎える 

 

１９８３年０１月０１日 入所定員６０名 減員 

 

１９８４年１２月３１日 入所定員５０名 減員 

 

１９８８年０３月２５日 新施設移転。 

施設の老朽化と時代の要請に応えて改築。オール個室化。 

現在の１人部屋 ４６室 

   ２人部屋 ０２室（夫婦部屋） 

   ＳＳ部屋 ０１室      計４９室となる。 
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                                  町立時代 

 

２００５年０４月０１日 西彼町、西海町、大島町、崎戸町、大瀬戸町の５町合併 

【西海市】発足。 

崎戸町より西海市へ『養護老人ホーム 緑風園』と改称 

 

２００８年１２月０１日 ＥＶ設置 設備改修 

     

２０１０年１１月 社会福祉法人福医会 設立 

                                  市立時代 

 

２０１１年０４月０１日 西海市より運営継承し、養護老人ホーム 緑風園より 

『養護老人ホームさいかい』へ改称 定員 50 名 

 

２０１２年０７月０１日 創設８０年を迎える 

 

２０１５年１１月１１日 法人設立５年を迎える 

 

 

法人理念 

 

敬天愛人 

『全ての物事に感謝し幸せへの追求を行います』 

 

施設理念 

 

社会の一員であることの喜びを実感できる生涯包括支援 

 

 

１． 事業の目的 

 

  養護老人ホームさいかいは、老人福祉法に基づく措置対象者を行政の決定に

より受け入れ、養護するとともに、利用者が自立した日常生活を営み、社会

活動に参加することで居宅との生活をつなぐ中間的な役割を担うために必要

な指導及び訓練その他支援を行うことを目的としています。 
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２．運営方針 

 

利用者の処遇に関する計画に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要

な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、利用者が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にすることをめざし意思及び人

格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めます。 

明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行

い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努め

るとともに、県市町、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者、

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めます。 

 

３．措置施設の現状と課題 

  

  高齢者人口が２５％を超え高齢社会を迎えている現在、医療制度・介護保

険制度同様、措置制度においても法律と現状及び財源と財政に大きな問題を

抱えている。 

行政行為による中間的な施設としての位置づけは、経緯上からも地域性から

も対象者自身の意識からも乏しく、家庭内暴力等での１か月未満の緊急避難的

受け入れによる在宅復帰は３名実績があるも、措置施設を介しての直接支援に

よる社会復帰した方は、法人設立以来０名と実績がない。西海市より引き継い

だ時点よりその機能は皆無に等しく、行政処分を行う行政自体の理解も乏しい

現状にある。 

また、この行政自体の煩雑化は西海市に限られた問題ではなく、全国的問題

となっている。平成２４年度以降、それまでの地方分権、三位一体改革により

市の措置費一般財源化となり高齢化が多様化する中、多くの市で措置費の予算

確保がされない措置控えが起きている。これにより財源を抑える目的から市町

村は措置より介護保険、措置より生活保護を優先する傾向にある。関係者が措

置を正しく理解していないケースも多く県担当職員及び市担当職員とも法的

根拠やローカルルール以前に制度自体の質問も返答がないケースも見受けら

れ平行線で進展がない。 

しかし、措置施設への入所はあくまで行政処分の一環であり施設独自での実

態調査や受け入れへの取組は困難な状況にある。措置控えの前述より措置費の

負担は市、監査指導するのは県と問題を煩雑化し、進展させない要因と化して

いる。西海市第 6 期老人福祉計画においても具体的施策の記述はなく、それに

対する西海市担当課への質疑でも具体的返答もない。 

こういう問題により施設は法整備や行政の体制が不十分な中、多様化するニ

ーズに対応が求められ、措置ではなく、介護保険下の特定施設への転換を迫ら
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れている状況にあるものの第一種社会福祉事業としての施設運営を担う法人

としては上記の社会的要因からの転換は本末転倒であり、措置施設の担う責任

を果たすべく課題解決をしながら運営を考えている。 
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４．平成 27 年度(４月～３月)における事業実績（計画対比） 

※利用者数、事業収入の計画は平成27年度事業計画による（補正予算でない） 

 利用者数(名) 措置事業収入(千円) 計画達成率 

 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

４月 39 39 6,435 7,152 ― 111.1％ 

５月 41 39 6,765 6,714 ― 99.2％ 

６月 41 38 6,735 6,510 ― 96.7％ 

７月 41 38 6,735 6,484 ― 96.3％ 

８月 42 37 6,930 6,723 ― 97.0％ 

９月 42 40 6,930 7,049 ― 101.7％ 

１０月 42 38 6,930 6,636 ― 95.8％ 

１１月 43 39 7,138 6,927 ― 97.0％ 

１２月 43 40 7,138 7,512 ― 105.2％ 

１月 43 39 7,138 6,796 ― 95.2％ 

２月 44 39 7,303 6,871 ― 94.1％ 

３月 44 39 7,303 6,875 ― 94.1％ 

平 均 42.08 38.75 6,961 6,854 ― 98.5％ 

合 計 505 465 83,542 82,249 ― 98.45％ 

 ※１名当たりの単価に差額が生じているのは、中途の入退所・及び 

入院によるものである。 

  ※入院や介護サービス利用が生じた場合は本人支給金支出により支出。 

  ※上記表は拠点における事業活動収入のうち老人福祉事業に特化した 

ものである。 

 

５．運営にあたっての重点項目 

 

（１）安定した施設経営 

 利用に際しては心身や家族関係、住宅事情、経済的理由により、行

政処分として西海市において判定されるものである。 

これにより施設は契約主体ではないため、外部への働きかけとして

は潜在的利用者把握と情報提供、措置施設の地域理解を深めることが、

困窮者への第一歩となる。 

しかし、現状として関係各所の措置施設の目的や介護保険事業所と
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の違い等、理解に至っていないことが多い為、各市町村・関係機関・

地域自治体との連携をさらに深め、情報収集・情報提供に努める。 

地域における潜在的利用者の把握や情報提供を主に地域行事への参

加や各地区の民生委員会議への出席等、関係を広めるための努力をす

る。 

   また、西海市第 6 期老人福祉計画の施策内容を読み解き、措置と施

策内容の合致する取り組みにおいては担当課と連携の調整を行い、行

政を取り込みながら高齢者福祉、施設の充実化を図り、本来の措置施

設の実働を行政、地域、施設が理解し直す事で安定に繋げたい。 

   既利用者の方の多くは経済的理由での利用が大半であり、高齢化に

伴い、介護保険の利用や医療機関の利用は避けて通れないものの経済

的理由も拭えないケースがあるため、「無料低額診療」の活用を当該

事業所と連携し、大幅に進める必要がある。 

   利用実績としては過去 5 年間の最高利用者数は 43 名、年間利用平

均の最高利用者数は平成 23 年度の 39.6 名であることから平成 28 年

度は最高利用者数 43 名以上を目標とし、年間利用平均を 40 名台に伸

せることを目標とする。 

 

平成２８年度 利用者目標 月平均 ４０．０名 年間 ４８０名 

     収入目標  月平均 6,999 千円 年間 83,988 千円 

 利用者数(名) 措置費収入(千円) 

４月‼ 38 7,030 

５月 40 6,920 

６月 39 6,747 

７月‼ 38 6,574 

８月 40 6,920 

９月 39 6,747 

１０月‼ 38 6,574 

１１月 41 7,093 

１２月 41 7,585 

 １月‼ 40 6,920 

 ２月 44 7,612 

 ３月 42 7,266 

平  均 40.0 6,999 

合  計 480  83,988  

  加算 冬季加算、期末加算 

  平成 28 年度当初予算計上額 年間 83,194 千円 
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（２）利用者本位の日常生活支援から中間施設としての生涯包括支援へ 

 

ア 昨年度までの事業計画では生きがいの確保や生活の継続とうたいつ

つも、「集団行動」が主行事であった。また手芸教室や生け花教室な

ど男性の利用者が参加意欲の掻き立てられる行事が少なく男性利用

者の活動機会が少なかった。このことを踏まえ、今年度からは「完全

個別支援」を計画の主軸とし、施設職員意識と利用者、家族の「施設

の当り前」を払拭すること、地域の理解が重点である。 

個別支援を筆頭に個々の処遇計画に沿った行事の参加や趣味の継続を

目的とした日常行事、就労支援を視野に入れたレクリエーションの開

催、公共交通機関を活用した買い物支援、銀行支援等の財産管理支援

など社会復帰を目的とした行事、法人内の事業所職場体験やシルバー

人材センターなどの活用による就労意欲促進活動に力を入れ、また日

常生活上の家事支援と、本来の措置施設へと転換する日常生活支援を

実施することで経済的措置者に対する生活基盤づくりを支援する。 

 

イ 利用者の精神・身体状況を日常支援や看護及びケース会議において、

正確に把握し、心身的、家族関係、経済的、住宅環境等措置理由の払

拭に努め、第一に措置施設としての中間的機能「在宅復帰」をいかに

すれば当人が成せるかの追究を支援する。いかなる場合でも在宅復帰

等が困難な困窮者には当施設での生活が可能な限り持続できるよう

状況に併せて、外部の介護保険サービス（在宅支援サービス等）の利

用など随時検討しながら処遇計画につなげ支援する。 

 

ウ 地域との交流を積極的に促進し、社会参加の喜びを実感してもらうと

ともに、対話の集いや日常のコミュニケーション・利用者からの相談

などを通じて、個々のニーズ把握の行い、利用者の思いを大切にしな

がら、措置施設本来の機能を処遇計画に則して、支援を行う。 

 

エ 施設の実施する行事や地域との交流はもとより生活基盤づくりの一

環として教養娯楽とは別に直接的経済支援として、期末（１２月）等、

本人支給金を支給する場合には一律支給ではなく収入等、個々の経済

状況に応じ支給基準を設け、支給することで支援を行う。 
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平成 28 年度 行事計画 

 行     事 

４月 対話の集い・ペン習字教室・生花教室・手芸教室・生活支援（買物・銀行等） 

生活相談会・PC 教室 

５月 対話の集い・ペン習字教室・生花教室・手芸教室・生活支援（買物・銀行等） 

施設大掃除 

６月 対話の集い・ペン習字教室・生花教室・手芸教室・生活支援（買物・銀行等） 

職場体験・PC 教室 

７月 対話の集い・ペン習字教室・生花教室・手芸教室・生活支援（買物・銀行等） 

生活相談会・施設防火防災訓練 

８月 対話の集い・ペン習字教室・生花教室・手芸教室・生活支援（買物・銀行等）

お盆法要会・体操教室・PC 教室 

９月 対話の集い・ペン習字教室・生花教室・手芸教室・生活支援（買物・銀行等） 

彼岸法要 

１０月 対話の集い・ペン習字教室・生花教室・手芸教室・生活支援（買物・銀行等） 

生活相談会・職場体験・PC 教室 

１１月 対話の集い・ペン習字教室・生花教室・手芸教室・生活支援（買物・銀行等） 

法人設立記念祭（仮）、地域合同避難訓練 

１２月 対話の集い・ペン習字教室・生花教室・手芸教室・生活支援（買物・銀行等） 

年末大掃除・年忘れカラオケ大会・PC 教室 

１月 対話の集い・ペン習字教室・生花教室・手芸教室・生活支援（買物・銀行等） 

生活相談会・初詣 

２月 対話の集い・ペン習字教室・生花教室・手芸教室・生活支援（買物・銀行等） 

職場体験・PC 教室 

３月 対話の集い・ペン習字教室・生花教室・手芸教室・生活支援（買物・銀行等） 

花壇花植え・彼岸法要・花見・施設防火防災訓練 

（※利用人数×￥1,000/月程度の教養娯楽費にて個別に実施） 

（その他、必要物品別途購入予定） 

 

 （３）安全で安心な生活環境の提供 

建物の経年劣化による修復・改善や古い構造上の問題も創意工夫を図る

必要があるが、多くの設備・機器は緑風園開設時に設置されたものであり、

２８年を経過し修繕ならびに法定外にも保守点検等が必要である場合が

見込まれてきている。また施設内のみならず、周辺にも留意し関係各所と

調整していく。 

 

ア 施設正面の港にはガードレールの設置がなく、また近郊には街灯の設

置も極めて乏しい。市立緑風園時にも利用者の転落事故が発生してい
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る。利用者の日常生活上の自由と安全安心を尊重する為にも行政との

協議を進めていく必要がある。 

 

  イ 他、経年劣化による施設生活環境及び法令による修繕・整備が必要な

個所は平成２８年度施設設備等積立金使用計画に掲げ、保全していく。 

 

６．今後の養護老人ホームの方向性 

 

（１）地域住民やボランティアの方々との交流を図り、地域に根差した施設と

して、地域との連携を強化し、地域福祉に努める。 

（２）利用者のことを第一に考え、安全で安心な生活が送れるように、環境を

整え提供できるように努める。 

（３）利用者へ福祉の心で接し、家庭的雰囲気で、笑顔に満ち溢れた明るく楽

しく働き甲斐のある融和な職場づくりを目指す。 

（４）前年度まで集団ケアを主流として集団行動が「施設の当り前」と化して

いた。職員自体も例外でなく、会議等も含め、何事も全員でと取り組ん

でいたが、今後は施設の方向性とも統一し、適材適所、効率的に役割や

専門性に応じて個々の資格、職務、適性を踏まえ担当制とし、職員の専

門性の向上と意識改革を基に、処遇の実行、利用者の安心・安全を目指

すものとする。 

（５）老人福祉法が抱える法と現実、行政の抱える措置控えのメカニズムとそ

の現実を念頭に、ローカルルールの整備が施設の安定面からも利用者の

安定した生活と安全と安心面からも最重要である。関係各所との連携を

図りながら整備に努める。 

（６）（５）にも掲げたように法と現実のかかえる問題は解決が難しく介護保

険法や生活保護法の狭間にある老人福祉法は措置控えのメカニズムを

生み、該当する狭間の利用者の不利益となりかねない現状から現在ロー

カルルールとして西海市で定着する３か月に 1 度、年 4 度の入所判定

会議は利用者の早急な対応には十分とは言えず、緊急時には緊急措置を

講じ入所可能であるが、近隣の行政と比べても十分とは言えない。この

ことから少なくとも 2 か月に 1 度程度まで西海市との調整を行い、措

置施設としての機能強化を訴えていく必要がある。 

（７）老人福祉法・措置施設の理解から、昨今における老人福祉施設を取り巻

く社会情勢を理解することで、今後の方向性と利用者への普遍ない支援

の継続を支援する為に職員１人ひとりが老人福祉施設の職員及び専門

職としての自覚をもち、スーパービジョンによる教育体制の確立。また

老人福祉施設におけるスーパーバイザーとなりえる職員の教育体制を

教育計画として整備に努める。 
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7. 法人組織体制における課内（施設）組織と準じた会議体について 

 

 最低採用枠  

年間事業収入(返金支出３％以内)対比 47％以内 

 

管理者 

常勤専任 1 名 

正規職員又はそれに同等する職員 

管理補佐 

管理の必要に応じ必要数 

 

看護師 

常勤専任 1 名 その他必要数 

 

生活相談員 

主任生活相談員 常勤専任１名 

生活相談員   非常勤 常勤換算数 0．67 以上 1.0 以下 

 

支援員 

主任支援員 常勤専任 1 名 

支援員  非常勤 常勤換算数２．３４ 利用者数に応じ必要数 

 

栄養士 

非常勤０．１以上１．０以下 

 

事務員 

非常勤０．１以上１．０以下 

 

28.3.16 施設組織図添付 
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委員会構成 

 

 

 

会議構成 委員構成 

 

委員長：福祉事業部長 

副委員長：施設長 

 

毎月月末 13：30～（目安日２８日（振替前倒）） 

委員：看護師、相談員、栄養士、支援員、 

安全衛生推進者、防火防災管理者 

議事：事務員 

 

委員：主任支援員 

副委員： 

 

毎月第 2 木曜日 15：00～ 

構成員：看護師、支援員、栄養士、相談員 

 

委員：栄養士 

副委員： 

 

毎月第 3 木曜日 15：00～ 

構成員：看護師、受託栄養士、相談員、 

 

委員： 主任相談員 

副委員： 

 

毎月第４木曜日 15：00～ 

構成員：看護師、支援員、安全衛生推進者 

施設運営 

委員会 

運営
会議 

計画
推進 

安全
衛生 

災害
対策 

苦情
解決 

生きがい 

委員会 

地域
研究 

行事
検討 

就労
支援 

処遇
改善 

スーパー
バイザー
委員会 

感染
対策 

給食 

保健
衛生 

職員
教育 

法律 

守ろう 

委員会 

老人 

福祉法 

事故 

対策 

身体 

拘束 

労働 

基準 
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その他会議体 

   会   議   名 参加者 

施設 

会議 

施設運営会議 廃止 委員会統合 

ケース会議 廃止 委員会統合 

行事検討会議 廃止 委員会統合 

保健衛生委員会 廃止 委員会統合 

安全管理対策委員会 廃止 委員会統合 

感染症対策委員会 廃止 委員会統合 

合同 

会議 

福祉事業部会議 福祉事業部部長 

各福祉事業部課長 

総務課長 

管理部運営会議 管理部長 

総務課 

各福祉事業部課長以上 

その他 

会議 

法人本部事業推進会議 

法人本部経営戦略会議 

法人設立記念行事検討会議 

法人理事会 

法人評議員会 

必要に応じ 

 

 

8．老人福祉施設における職員教育計画と教育体制確立計画 

課題 

（1）西海管理部総務課主導「新入職員教育計画」との連携と事業所職員教育 

計画との連動 

 

（2）定期異動職員及び中途異動職員の事業所教育計画への適合 

 

（3）介護保険法における介護保険事業所との教育格差の是正と手当格差の解消 

 

（4）補助員（支援員・事務員）における無資格配置者の専門性と意欲の創出 
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9．施設設備費等積立金と取崩計画 

 

施設整備費等積立金について 

平成 26 年度までの積立金は 15,000,000 円留保 

 

平成 27 年度積立金取崩は平成 28 年 1 月 20 日理事会承認積立金取崩計画（詳

細）に基づき計画の範囲内 7,500,000 円の取崩を実施し、施設設備等法の定め

る科目において処理を行った。よって積立金は 7,500,000 円となった。 

平成 27 年度第 3 次補正予算における平成 27 年度措置費積立金想定額は

7,500,000 円。平成 28 年 4 月 1 日時点の積立金累計 15,000,000 円となる。 

 

積立金取崩計画について 

 

平成28年度事業計画における積立金取崩計画としては施設設備中規模改修を

実施予定。今後約 10 年間の安全を確保する為、塩害による配管修繕や平成 30

年までに整備が必要な自火報装置の自動通報連動の義務化対策、助成金車両の

購入や施設ネットワークにおけるセキュリティー（UTM または FW）構築、平

成 27 年度取崩計画において取崩予算上実施できなかった項目の実施など

12,500,000 円程度を上限に実施。下半期 11 月理事会において経過報告及び理事

長専決事項の額を超過する規模のものを含め計画詳細の上申を行う予定。平成

27 年度から 3 か年計画で合算 25,000,000 円程度の施設整備を実施したい。 

 

今後の取崩計画全体像として 

以上 

  単年積立想定額 単年取崩予定額 積立累計額 

済 H26 年度 
15,000,000 0 15,000,000 

済 H27 年度 
6,500,000 7,500,000 14,000,000 

1 H28 年度 
3,500,000 12,500,000 5,000,000 

2 H29 年度 
5,000,000 5,000,000 5,000,000 

3 H30 年度 
6,500,000 1,500,000 10,000,000 

4 H31 年度 
6,500,000 1,500,000 15,000,000 

5 H32 年度 
6,500,000 1,500,000 20,000,000 
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社会福祉法人 福医会 

西海福祉事業部 在宅支援課 

 

 

平成 28年度 事業計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 3 月 16日 

在宅支援課 課長 渕紘臣 
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在宅支援課 

 

 

１.事業の目的 

在宅支援課は利用者が居宅における生活へ復帰する際は、居宅、通所、訪問など在宅

系のサービスの連携により安心した在宅生活支援のサポートを行なう。また、在宅復帰

困難な方においても親身に対応し、希望する生活が送れるよう施設系事業所、クリニッ

クと連携を図りながら支援する事を目的とする。 

 

 

２.運営方針 

 利用者の自立支援を基本に個人の尊重や生き方に対する自信・誇りを尊重し、その人

らしさを活かせるサービスを提供します。 

 

 

３.在宅介護の現状と課題 

政府の推計では、2050年には１人の若者が１人の高齢者を支えなければならない時

代となると予想されている。 

高齢化に伴う介護・医療を取り巻く問題を国として、そして国民として上手に乗り越

えていこうとする厚生労働省の提案が「地域包括ケアシステム」であり、地域包括ケア

システムの中心を担うことになっているのが在宅介護である。 

在宅介護の現状として「住み慣れた地域・家庭で長く安心して暮らす」というニーズ

があることは事実だが、特別養護老人ホームをはじめとした公的な介護施設は入居待ち

の列ができており、希望の介護施設に入居できないという現状がある。 

在宅においての家族による介護は、第三者が介入しないという安心感がある反面、家

族だからこそのストレスにつながることは想像以上に多い。そこで活躍するのが、介護

を担ってくれる訪問系サービスや、通所系サービスであり、今後もニーズの高まりが予

想される。ニーズの高まりに応じ事業所も増えてきており、各事業所ごとに特色を打ち

出し、地域との交流を図り、地域に根差した在宅支援サービスを展開する必要がある。 
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介護事業経営実態調査における収支差率の推移 

 

 

 

資料 平成 26 年介護事業経営実態調査結果の概要 
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４.平成２７年度（４月～３月）における事業実績（計画対比） 

 

在宅支援課 

 

  年次計画金額 実績金額 差 異 達成率 

4 月 ¥6,759,638 ¥6,578,958 ¥-180,680 97.3% 

5 月 ¥6,821,796 ¥7,213,580 ¥391,784 105.7% 

6 月 ¥6,907,578 ¥7,633,700 ¥726,122 110.5% 

7 月 ¥7,021,868 ¥7,117,469 ¥95,601 101.4% 

8 月 ¥6,759,038 ¥6,395,384 ¥-363,654 94.6% 

9 月 ¥7,169,808 ¥6,724,812 ¥-444,996 93.8% 

10 月 ¥7,280,658 ¥6,710,710 ¥-569,948 92.2% 

11 月 ¥7,164,196 ¥6,577,682 ¥-586,514 91.8% 

12 月 ¥7,418,178 ¥6,647,424 ¥-770,754 89.6% 

1 月 ¥7,156,466  \5,777,602  \-1,378,864  80,7% 

2 月 ¥7,336,878       

3 月 ¥7,554,370       

合計 ¥85,350,472 ¥61,599,719 ¥-23,750,753   

 

デイケアさいかい 

 

  年次計画金額 実績金額 差 異 達成率 

4 月 ¥5,210,510 ¥5,055,093 ¥-155,417 97.0% 

5 月 ¥5,210,510 ¥5,491,490 ¥280,980 105.4% 

6 月 ¥5,210,510 ¥5,608,320 ¥397,810 107.6% 

7 月 ¥5,210,510 ¥5,302,180 ¥91,670 101.8% 

8 月 ¥4,873,710 ¥4,806,130 ¥-67,580 98.6% 

9 月 ¥5,210,510 ¥4,877,463 ¥-333,047 93.6% 

10 月 ¥5,210,510 ¥4,878,480 ¥-332,030 93.6% 

11 月 ¥5,042,310 ¥4,982,900 ¥-59,410 98.8% 

12 月 ¥5,210,510 ¥4,815,710 ¥-394,800 92.4% 

1 月 ¥4,873,710  \4,075,390  \-798,320  83.6% 

2 月 ¥5,042,310  \4,461,910  \-580,400  88.5% 

3 月 ¥5,210,510       

合計 ¥61,516,120 ¥45,817,766 ¥-15,698,354   
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訪問介護さいかい 

  年次計画金額 実績金額 差 異 達成率 

4 月 ¥908,250 ¥1,002,416 ¥94,166 110.4% 

5 月 ¥971,800 ¥1,206,040 ¥234,240 124.1% 

6 月 ¥1,035,350 ¥1,335,240 ¥299,890 129.0% 

7 月 ¥1,122,250 ¥1,237,070 ¥114,820 110.2% 

8 月 ¥1,185,800 ¥1,236,930 ¥51,130 104.3% 

9 月 ¥1,249,350 ¥1,146,471 ¥-102,879 91.8% 

10 月 ¥1,336,250 ¥1,218,527 ¥-117,723 91.2% 

11 月 ¥1,399,800 ¥1,283,572 ¥-116,228 91.7% 

12 月 ¥1,463,350 ¥1,356,940 ¥-106,410 92.7% 

1 月 ¥1,550,250 \1,235,716  \-314,534  79.7% 

2 月 ¥1,550,250 \1,236,890  \-313,360  79.8% 

3 月 ¥1,550,250       

合計 ¥15,322,950 ¥11,023,206 ¥-4,299,744   

 

 

訪問リハビリテーションさいかい 

  年次計画金額 実績金額 差 異 達成率 

4 月 ¥425,928 ¥274,691 ¥-151,237 64.5% 

5 月 ¥414,116 ¥283,100 ¥-131,016 68.4% 

6 月 ¥425,928 ¥447,570 ¥21,642 105.1% 

7 月 ¥425,928 ¥367,814 ¥-58,114 86.4% 

8 月 ¥425,928 ¥270,204 ¥-155,724 63.4% 

9 月 ¥425,928 ¥379,294 ¥-46,634 89.1% 

10 月 ¥425,928 ¥330,030 ¥-95,898 77.5% 

11 月 ¥414,116 ¥245,482 ¥-168,634 59.3% 

12 月 ¥425,928 ¥312,254 ¥-113,674 73.3% 

1 月 ¥414,116  \289,356  \-124,760 69.9%  

2 月 ¥425,928       

3 月 ¥437,740       

合計 ¥5,087,512 ¥2,910,439 ¥-2,177,073   
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居宅介護支援事業所さいかい 

  年次計画金額 実績金額 差 異 達成率 

4 月 ¥214,950 ¥246,900 ¥31,950 114.9% 

5 月 ¥225,370 ¥232,950 ¥7,580 103.4% 

6 月 ¥235,790 ¥242,570 ¥6,780 102.9% 

7 月 ¥263,180 ¥210,405 ¥-52,775 72.0% 

8 月 ¥273,600 ¥177,140 ¥-96,460 64.7% 

9 月 ¥284,020 ¥233,915 ¥-50,105 82.4% 

10 月 ¥307,970 ¥193,670 ¥-114,300 62.9% 

11 月 ¥307,970 ¥148,990 ¥-158,980 48.4% 

12 月 ¥318,390 ¥162,520 ¥-155,870 51.0% 

1 月 ¥318,390  \177,140 \-141250  55.6% 

2 月 ¥318,390  \191,215 \-127,125  60.1% 

3 月 ¥355,870       

合計 ¥3,423,890 ¥1,849,060 ¥-1,574,830   

 

 

５.運営にあたっての重点項目 

 

①居宅介護支援事業所さいかいの役割 

 「地域との連携」を念頭に置くことにより、各関係事業所との関係性を強化する。 

  収益は望めない事業所ではあるが、法人内外事業所への利用者の紹介を通じ、 

  在宅支援課の運営安定化の核となる。 

 

②離職率低下と福利厚生の充実 

  ・介護職員教育計画に基づく各職員の能力・スキル向上 

  ・能力と賃金の向上比例による実評価。 

   実評価に基づく人事考課システムの構築を行ない、離職防止に努める。 

  ・訪問介護、通所リハビリテーションの公用車による、広報活動及び、 

   周辺店舗への協力依頼、在籍職員からの紹介等による人材確保。 

 

③各事業所での制度、加算、書類等の情報収集 

  ・デイケアさいかいにおいて 4月よりサービス体制強化加算(Ｉ)イの取得・維持 

   を行い、増収を図る。 
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④各事業所内の連携強化 

  ・在宅支援課内 委員会・会議担当者の再編成及び実施。 

  ・多様な利用者ニーズに対応できる組織編制 

     （短期入所生活介護さいかいとの連携及び、統合検討） 

  ・面談等による職員の心身状態の把握 

  ・在宅支援課全体の共同事業の計画・実施 
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デイケアさいかい 

 

 

１.事業の安定 

①平成２７年度の介護保険制度改定により、収入単価の減算を受けても下記の対策により 

安定を図る。 

ｱ サービス提供体制強化加算（Ｉ）イ の取得・維持  

ｲ 都度の入院者、体調不良者の状況把握、情報共有を行い、振替え利用を積極的に活用 

する。 

ｳ １日平均利用者数２３名以上を目指すことを職員間にて意識共有を行い、収入面の 

維持を図る。 

 ②新規利用者の獲得 

  ｱ 連携に実施している対策を継続しながら、窓口の充実を図る 

   ・支援相談員を確保し相談業務を行う。 

   ・課長による各居宅支援事業所などにおける広報活動 

   ・在宅支援課各事業所連携し、介護相談窓口の設置 

  ｲ 地域ケア会議等の外部連携会議への積極参加を行い、地域との交流を図る 

   ・各居宅介護支援事業所、地域包括支援センターとの情報交換・連携調整を行う。 

 ③質の向上 

  ｱ 委員会主催の各研修会、外部研修後の伝達講習会を充実させる 

  ｲ 全職員が一定レベル以上のケアが行えるよう、管理部、各部と連携し介護職・専門職の 

    新人教育プログラム、委員会の確立を行う。 

 ④計画性を持ち業務に取り組む 

  ｱ 企画書等計画性を持ちながら実施し、メリハリのある運営を行う。 

   ・月毎の行事担当表の作成 

  ｲ 先の予定などを意識しながら分担等を行い、業務の効率化を図る。 

   ・特定の職員に業務が偏らないよう、業務内容精査、分掌を行う。 

 

２.各委員会・会議の実施 

 ①検討・立案・提案・周知により質の向上を図る。 

  ｱ 通所会議において利用者カンファレンスを行い、情報共有を行う。 

  ｲ 会議・委員会において進行・議事をローテーションし職員のスキルアップを図る。 

  ｳ 会議内容の精査を常に行い、職員の負担軽減を行う。 

 ②必要な研修の実施 

  ｱ 研修予定表を作成し、各職員に周知を行う。 
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訪問介護さいかい 

 

 

１.収入面の増大 

①収入面の増収 

 ｱ 加算算定の見直し 

 ｲ 自費サービス（横だしサービス）の積極的実施 

 ｳ 事業所の周知活動、及び地域、近隣事業所との連携 

 ｴ 早朝・夜間などのニーズに合わせた稼働対応実施 

 

２.登録ヘルパーの安定確保 

①登録ヘルパーの安定確保を行い、事業の拡大・増収につなげる。 

ｱ 法人内 262 委員会（仮）内 人材確保会議（仮）において各事業所連携し、職員の安

定確保に努める。 

   

３・人材育成 

  ①介護職員のステップ研修への参加を促し、協力することで職員の質の向上を図る。 

  

 

４・各委員会・会議の実施 

 ①検討・立案・提案・周知により質の向上を図る。 

   ｱ 通所会議において利用者カンファレンスを行い、情報共有を行う。 

   ｲ 会議・委員会において進行・議事をローテーションし職員のスキルアップを図る。 

   ｳ 会議内容の精査を常に行い、職員の負担軽減を行う。 

  ②必要な研修の実施 

   ｱ 研修予定表を作成し、各職員に周知を行う。 

 

 

（２）人材育成への取り組み 

  ①各職種に応じた職員の育成制度の確立 

   ｱ 介護職員に関しては、ＳＴＥＰ研修の指導担当者への周知、協力を行い、各事業所 

     介護職員へのＳＴＥＰ研修への参加を促す。 

   ｲ 看護職員・各専門職においては、内部・外部研修への積極的参加の支援を行なう。 
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訪問リハビリテーションさいかい 

 

（１）収入面の増収 

   ①天候に実績を左右されない島内の訪問リハビリの増加 

ｱ 事業所の周知活動、及び地域、近隣事業所と連携し島内リハの獲得 

ｲ デイケア及び各関係事業所との連携による、利用者の安定確保 

   ②サービス提供体制強化加算の取得 

     随時取得できる加算の見直しを行う。 

     勤続年数 3年以上の理学療法士がいれば算定できる、サービス提供体制 

強化加算の算定を行い、増収につなげる。 

 

（２）人材育成 

   ①専門職（理学療法士）の研修への参加を促し、協力することで職員の質の向上を図る。 

     法人内 262委員会（仮）内 処遇改善会議（仮）人材育成会議（仮）と連携し職員

のスキルアップを図り、サービスの向上を行う。 

②必要な研修の実施 

研修予定表を作成し、各職員に周知を行う。 

 

（３）記録物の整備 

   ①各職員における記録物の管理・徹底 

    ｱ 記録物の管理体制の確立 
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居宅支援事業所さいかい 

 

（１）利用者の安定確保 

①利用者の安定確保 

 ｱ 法人内施設、各事業所との連携を行う。 

 ｲ 地域ケア会議等への参加を行い外部関係機関との連携を強化する。 

 ｳ 在宅支援課内協力し、介護相談窓口の設立を行う。 

 

（２）自立支援と医療・介護の連携 

  ①ケアマネジメントを行うにあたって、あらためて利用者の「自立支援」 

を念頭に置き業務に取り組むとともに、職員との意識統一を図る。 

  ②重度化を伴う医療機関への入退院、施設などへの入退所において、常に最新の情

報を収集する。 

  ③関係各機関を訪問し、情報交換を行う。 

 

（３）人材育成 

  ①専門職員の研修への参加を促し、協力することで職員の質の向上を図る。 

  ｱ 法人内 262委員会（仮）内 処遇改善会議（仮）人材育成会議（仮）と連携

し職員のスキルアップを図り、サービスの向上を行う。 
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社会福祉法人 福医会 

西海無料低額事業部 さいかいクリニック 

 

 

平成 28 年度 事業計画書 
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（概説） 

平成 27年度から実施している３か年計画のもと、初年度の目標である「経費等

の削減」については、特に人件費の削減が図られ一定の成果を上げたところで

あるが、安定した運営を図るためには、今後も継続して削減に努めていく必要

がある。収入面においては、平成 24 年 8 月から透析運営を始め、患者数は 48

名まで増加している。「収入増」が本年度の重要目標であることから、特に透析

患者及び入院患者の積極的な受け入れを行い目標達成に繋げていく。 

 

（基本理念） 

「地域に頼られる診療所を目指す」 

 

１ 平成 27年度（4月から 12月）における事業実績 

⑴ 外来患者受診状況 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 計 平均 

内 568 556 563 643 546 574 574 609 664 5,297 589 

外 289 292 406 336 384 334 324 219 182 2,766 307 

眼 141 128 140 150 142 149 135 106 106 1,197 133 

リ 803 681 804 802 779 752 811 766 766 6,964 774 

透 550 532 560 565 532 555 566 548 589 4,997 555 

他 2 1 7 36 7 14 46 251 251 615 68 

計 2,353 2,190 2,480 2,532 2,390 2,378 2,456 2,499 2,503 21,781 2,420 

 

⑵ 生活保護受給者及び無料低額診療利用患者の受診状況 

診療月 
クリニック 生活保護受給者 無料低額診療利用 率

(%) 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

4 月 680 32,841,216 22 209,950 1 2,800 3.38 

5 月 653 31,114,702 28 435,980 1 2,800 4.44 

6 月 725 34,536,243 35 424,780 2 8,340 5.10 

7 月 694 31,642,194 26 354,100 2 6,910 4.03 

8 月 694 30,618,712 29 343,420 1 2,800 4.32 

9 月 692 33,505,883 28 371,820 1 4,620 4.19 

10 月 675 33,665,560 26 278,830 1 2,800 4.00 

11 月 672 33,516,683 27 279,360 1 2,800 4.17 

12 月 695 41,198,412 31 1,524,238 1 2,800 4.60 

合計 6,180 302,639,605 252 4,222,478 11 36,670 4.26 

平均 687 33,626,623 28 469,164 1 4,074  
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⑶ 透析科における受診状況（患者１人につき１件で算出） 

診療月 患者 受診数 金額 １人あたり金額 

4 月 46 612 16,749,037 364,110 

5 月 46 616 17,973,266 390,723 

6 月 46 606 17,016,523 369,924 

7 月 46 614 17,800,111 386,959 

8 月 49 592 18,106,544 369,521 

9 月 47 607 16,794,849 357,337 

10 月 48 629 18,844,024 392,584 

11 月 48 600 18,376,685 382,848 

12 月 48 638 19,329,281 402,693 

合計 424 5,514 160,990,320 379,694 

平均 47 612 17,887,813  

 

⑷ 審査支払機関における審査状況 

ア 社会保険分 

診療月 
査定 返戻 再審査査定 再審査返戻 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

4 月 1 610 1 4,880 3 128,650   

5 月 3 6,610 1 1,304 1 1,323 2 24,773 

6 月 3 12,640   1 13,080   

7 月 1 1,470   4 8,572 2 72,522 

8 月 1 360   1 3,000 3 50,787 

9 月 2 7,280     3 364,045 

10 月 1 6,000 5 1,535,664   1 349,430 

11 月         

12 月         

合計         

 

イ 国民健康保険分 

診療月 
査定 返戻 再審査査定 再審査返戻 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

4 月 13 47,475 1 176,648 6 114,972 9 794,885 

5 月 13 95,350 2 27,135 10 161,296 10 1,498,110 

6 月 20 49,845 2 11,763 5 4,287 11 1,910,422 

7 月 10 26,105 2 312,797 7 16,020 5 1,482,901 

8 月 8 27,255   7 -14,690 4 1,477,860 

9 月 15 24,085   4 11,081 5 1,179,780 
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診療月 
査定 返戻 再審査査定 再審査返戻 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

10 月 9 6,153 3 421,386 3 33,684 5 1,201,584 

11 月         

12 月         

合計         

 

⑸ 外来送迎バス運行状況 

ア 利用患者数 

 日数 午 前 午 後 合 計 １日平均 

平成 26年 4 月 25 153 37 190 7.6 

5 月 23 139 37 176 7.7 

6 月 26 147 39 186 7.2 

7 月 26 164 53 217 8.3 

8 月 26 138 45 183 7.0 

9 月 23 143 52 195 8.5 

10 月 26 155 54 209 8.0 

11 月 23 162 36 198 8.6 

12 月 25 162 62 224 9.0 

合 計 223 1,363 415 1,778 8.0 

 

イ 運行表（抜粋） 

方面 停車地 午前迎え 午後迎え 送り 

黒瀬 

黒瀬農協前 

黒瀬入口 

クリニック(着) 

9：00 

9：03 

9：10 

13：50 

13：53 

14：10 

診察終了に合

わせ随時運行 

浜町 

浜町ストア前 

ほっとハウス前 

真砂保育園横 

クリニック（着） 

9：00 

9：05 

9：10 

9：13 

13：25 

13：30 

13：35 

13：40 

西大島 

西大島公民館 

太田尾（教会前） 

クリニック（着） 

9：20 

9：30 

9：40 

13：20 

13：30 

13：40 

崎戸 

養護老人ホーム 

崎戸フェリー乗り場 

崎戸総合支所前 

大崎高校体育館前 

徳万 

クリニック（着） 

9：30 

9：33 

9：35 

9：40 

9：43 

9：45 

13：00 

13：03 

13：05 

13：10 

13：13 

13：15 
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２ 平成 28年度における収入目標 

項    目 月 間 目 標 額 

診療報酬 30,400,000 円 

主治医意見書 100,000 円 

労災、インフルエンザ、肺炎球菌、健康診断等 350,000 円 

業務委託（老健、特養） 1,750,000 円 

月間目標額計 32,600,000 円 

※ 32,600,000 × 12 ＝ 391,200,000円（年） 

 

３ 平成 28年度運営にあたっての重点項目 

⑴ 無料低額診療事業の理解と推進 

⑵ 透析患者の利用推進と利便性の向上 

⑶ 請求誤り等を無くした健全な運営 

⑷ 効果的な送迎バスの運行 

⑸ 地域への貢献 

⑹ 休診時における検査体制 

⑺ 経費削減及び業務の効率化に係る取組み 

⑻ その他 

 

４ 重点項目に係る取組方法等 

⑴ 無料低額診療事業の理解と推進 

医療ソーシャルワーカーを中心にニーズを把握し、民生委員及び地区関係

者と連携を図り受診に繋げる。また、法人事業所内における各施設利用者等

に活用を推進し、診療報酬総額 1割以上（金額ベース）の受診に繋げる。 

また、当該無料低額診療事業に係る院外処方問題については、西海市に対

して行政政策の一環として助成制度の拡大を引き続き要望していくほか、広

報活動の一環として、全日本民医連への加入を検討する。 

なお、これに伴い職員等については、社会福祉法人における当該事業の意

味、役割等を後記５の(6)の人材教育に併せて指導する。 

 

⑵ 透析患者の利用推進と利便性の向上 

西海市在住であっても遠方（長崎市や佐世保市）に受診している患者もい

ることから、当該患者の費用及び身体の負担軽減が図れるように、行政と積

極的に連携をとり受診に繋げる。 

なお、これに伴い個人用透析機の増台を検討し収入増を見込むほか、透析

室と病棟間の専用通用口を新たに設置し、利便性の向上に繋げる。 

 

⑶ 請求誤り等を無くした健全な運営 

医事課職員間における情報共有と診療報酬請求に係る知識の向上及びチ
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ェック体制を強化するために、審査支払機関における審査結果の分析等を行

う。また、毎月 20 日（定期的）に勉強会を実施し、請求誤り等を無くした

健全な運営を行う。 

 

⑷ 効果的な送迎バスの運行 

外来送迎に係るバス運行については、随時、送迎ルート及び時間等の変更

を行っているが、引き続き、患者の利便性を鑑み、送迎ルート等の見直しを

定期的に行うなど効率的及び効果的な運行を行う。また、島外の地域におけ

る住民のニーズを把握し、必要により運行ルートの追加を行い受診患者数の

増加を見込む。 

 

⑸ 地域への貢献 

病気の早期発見に繋がるように、健診等の業務委託及び付随した検査等を

実施するなど離島を含め地域の健康に貢献する。これに併せて、地域の企業

等への営業活動を積極的に行っていくほか、地域における災害等の全体訓練

などに積極的に参加していく。 

 

⑹ 休診時における検査体制 

クリニック休診時等においても最低限の検査等が実施できるように、看護

師を対象に半年（4 月及び 10 月）に１回、当該検査等に伴う使用医療機器

に係る操作訓練を継続的に実施し、患者における症状悪化の未然防止に努め

る。 

 

⑺ 経費削減及び業務の効率化に係る取り組み 

ア 医薬品等の在庫管理 

在庫管理ソフトを活用し、医薬品等の使用数量、発注数量、納品数量

及び在庫数量など適切な在庫管理を行う。 

イ 超過勤務 

レセプトデータに係る入力処理及び確認業務を毎週月曜日（週１回）

定期的に実施し、月初めに集中するレセプト請求に係る事務処理の分散

化を図り超過勤務時間の短縮に繋げる。 

ウ 人件費 

午前、午後及び曜日ごとの受診患者数に注視し、適切な人員を配置す

る。 

エ 事務担当者 

医療事務における職員の知識向上並びに入院・外来・透析・労災、特

養、老健及び交通事故等の各処理担当者が不在の場合であっても、事務

処理が滞ることがないように、定期的にローテーションを行い不測の事

態におけるバックアップ体制を整える。 
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オ 診療費 

日々項目ごとに集計した窓口入金現金出納帳を作成するほか、診療年

月ごとに「請求額決定書」及び「支払額決定書」を作成し、診療報酬等

に係る請求額及び支払額を適切に管理する。 

 

⑻ その他 

ア 診療科 

平成 28年 4月 1日から次のとおり診療を行う。 

診療科 区分 月 火 水 木 金 土 日 

内科 
午前 ● ● ● ● ● ● - 

午後 ▲ ▲ ● - ● - - 

透析 
午前 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - 

午後 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - 

外科 
午前 ● ● ● ● ● ● - 

午後 ▲ ▲ ▲ - ▲ - - 

整形 
午前 - - - - ▲ ▲ - 

午後 - - - - ▲ - - 

ﾘﾊﾋﾞり 
午前 ● ● ● ● ● ● - 

午後 ● ● ● - ● - - 

眼科 
午前 - - ● - - ● - 

午後 - - - - - - - 

※ ●は通常（予約）診療、▲は原則予約診療（緊急時を除く。）のみを表す。 
なお、整形外科は月１回の予約診療とする。 

 

イ 担当医 

平成 28年 4月 1日から次のとおり診療する。 

(ｱ) 徳永院長（総合診療・外科） 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 外来診療 外来診療 外来診療 休 休 外来診療 Dr待機 

午後 外来診療 外来診療 外来診療 休 休 Dr待機 Dr待機 

Dr ｺｰﾙ        

※ Dr 待機は、Drコール待機を表す。 
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(ｲ) 渡邊医師（透析外科・外科） 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 
透析外科 

外来診療 

透析外科 

外来診療 

透析外科 

外来診療 

透析外科 

外来診療 

透析外科 

外来診療 
（外来） 休 

午後 透析外科 透析外科 透析外科 透析外科 透析外科 休 休 

Dr ｺｰﾙ  ○  ○  ○  

 

(ｳ) 栗原医師（内科） 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 外来診療 外来診療 外来診療 外来診療 外来診療 外来診療 休 

午後 
施設対応（回診） 

（外来診療休み） 
外来診療 休 外来診療 休 休 

Dr ｺｰﾙ ○  ○  ○   

 

(ｴ) スポット Dr. 

 月 火 水 木 金 土 日 

Dr ｺｰﾙ       ○ 

 

 

ウ 各委員会等開催予定 

次の各委員会及び会議において、明確な目標を立案し達成する。 

なお、開催にあたっては、資料等を事前に配布するなど効率的に実施す

る 

委員会及び会議 日程 目標等 備考 

クリニック運営会

議 
第 2月曜日 事業活動等の報告と討議 

 

処遇改善対策会議

（仮称） 
 処遇等の改善に係る対策と検討 

 

職員教育育成会議

（仮称） 
 職員の教育・育成等に係る検討 

 

苦情処理委員会 第 1水曜日 発生事例からの対策と検討 
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医療安全対策委員

会 
第 3水曜日 

医療事故の予防と防止に努め医療事
故ゼロを目標 

 

褥瘡対策委員会 第 1金曜日 
褥瘡の改善予防に努め褥瘡ゼロを目

標 

 

院内感染対策委員

会 
第 3木曜日 

熱中症、脱水症状、インフルエンザ、
ノロウイルスの感染や発症ゼロを目
標 

 

 

エ 行事等予定 

平成 28年度における行事等については、次のとおり実施する。 

月 行事等 

4 月 ・医師の異動届、開設届出事項・開設許可事項の変更届提出 

5 月  

6 月 
・エチレンオキシドガス作業環境測定 
・超音波（エコー）定期点検 

7 月 
・大島トライアスロン大会補助 
・Ｘ線透視定期点検 

8 月 
・夜勤従事者健康診断 
・フローリング清掃 

9 月 
・職員等定期健康診断 
・避難訓練 

10 月  

11 月 
・法人設立記念祭 
・汎用人工呼吸器定期点検 
・一般撮影定期点検 

12 月 ・エチレンオキシドガス作業環境測定 

1 月 ・フローリング清掃 

2 月 
・オゾン水内視鏡殺菌機定期点検 
・マルチスライスシステム定期点検 
・夜勤従事者健康診断 

3 月 
・避難訓練 
・手術室滅菌洗浄 

 

５ 今後の方向性 

⑴ クリニック全体 

平成 27 年度から実施している「３か年計画」における各年度の目標を達
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成し、安定したクリニック運営を行う。 

 

ア 平成 27年度目標 

「経費削減」 

イ 平成 28年度目標 

「収入増」 

ウ 平成 29年度目標 

「継続と更なる向上」 

 

⑵ 病棟 

入院日数の削減並びに医療費及び身体・精神的な負担軽減を図りながら病

床稼働率 90％以上を目標とする。また、老人保健施設との連携を図り病棟

における回転率を向上させる。 

●病棟稼働状況（平成 27年） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 

定床 420 434 420 434 434 420 434 420 434 3,850 

患者数 343 384 292 249 351 356 390 339 370 3,074 

稼働率 81.7 88.5 67.9 57.4 80.9 84.8 89.9 80.7 85.3 79.8 

稼働率 ＝ 患者数（24 時現在の患者数 ＋ 1日の退院患者数）÷ 病床数 

 

⑶ 外来 

継続的な在宅生活が送れるよう食生活に係る栄養指導や適切な検査を充

分に行い安心した医療の提供に努める。また、他の疾患にも注意を図り付随

した検査等を積極的に実施するほか他院からの検査依頼を含めＸ線ＣＴの

稼働率を高める。 

 

⑷ 救急医療 

西海市における急病患者の迅速及び適正な受療を促進し、地域住民の医療

水準の向上と健康の保持を図るために夜間の救急受入体制、また、入院の必

要がなく外来で対応可能な比較的軽症な患者への一次救急に係る受入体制

の確立に向けた検討を引き続き行うほか、緊急時には臨時開院を検討するな

ど特に地域からの要請には柔軟に対応していく。 

 

⑸ 訪問看護 

増加する在宅医療のニーズに応えるために、早期に在宅総合診療などの訪

問看護事業の体制を確立し収入増に繋げる。 

 

⑹ 人材教育 

看護師等教育計画に則った新人研修、看護過程の展開研修及び倫理研修等
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を実施するほか、業務チェックシートを活用し、「安心」「安全」な知識と技

能習得に向けて取り組む。 

なお、役職者に対しては、毎月運営会議を開催し、運営状況等の把握と管

理能力の向上を図る。 
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介護療養型老人保健施設 さいかい事業計画 

（短期入所療養介護 さいかい事業計画） 

 

１ 事業の目的 

介護保険法令の趣旨に従って、要介護状態と認定された利用者に対し、その

有する能力に応じて自立した日常生活が営むことができるように、医学的管理

の下に看護、介護及び機能訓練その他必要な医療並びに、日常生活上の介護を

行い、居宅への生活復帰を目指す。 

２ 運営方針 

介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、 生活機

能の維持・向上をめざし総合的に援助します。 また、家族や地域の人びと・

機関と協力し、安心して自立した在宅 生活が続けられるよう支援する。 

(1) 包括的ケアサービス施設 

利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるよう チー

ムで支援する。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て、 必要な医

療、看護や介護、リハビリテーションを提供する。 

(2) リハビリテーション施設 

体力や基本動作能力の獲得、日常生活の活動や参加の促進、家庭環境の調整

など生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行う。 

(3) 在宅復帰施設 

脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からな

るチームケアを行い、早期の在宅復帰に努める。 

(4) 在宅生活支援施設 

自立した在宅生活が継続できるよう介護予防に努め、入所や通所・訪問リハ

ビリテーションなどのサービスを提供するとともに、他サービス機関と連携を

図り、総合的に支援による家族の介護負担の軽減に努める。 

(5) 地域に根差した施設 

家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応しま

す。 市町村自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域

と一体となったケアを積極的に担う。また、評価・情報公開を積極的に行い、

サービスの向上に努める。 

３ 施設理念 

『つなぐ、つながる』 

当施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向
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上をめざし総合的に支援します。また、家族や地域と協力し、安心して自立し

た在宅生活が続けられるよう、つなぎ、つながる施設を目指します。 

４ 平成２７年（４月から１２月）における事業実績 

定量目標 常時３７．５以上の入所者数維持（稼働率９３．８％） 

平均介護度３．２ 

 計画人数 実績人数 計画額 実績額 計画達成率 

４月 1,125 1,023 15,230,074 15,631,813 102.6％ 

５月 1,163 1,025 16,088,740 13,719,051 85.3％ 

６月 1,125 1,030 15,230,074 13,542,876 88.9％ 

７月 1,163 1,040 16,088,740 13,626,719 84.7％ 

８月 1,163 1,020 16,088,740 14,518,970 90.2％ 

９月 1,125 1,039 15,230,074 14,604,966 95.9％ 

１０月 1,163 1,023 16,088,740 14,746,238 91.7％ 

１１月 1,125 1,019 15,230,074 14,154,843 92.9％ 

１２月 1,163 1,126 16,088,740 15,693,122 97.5％ 

平均 1,173 1,038 15,707,111 14,470,955 92.1％ 

合計 10,315 9,345 141,363,996 130,238,598  

 

５ 事業目標 

定量目標 常時３８．０以上の入所者数維持（稼働率９５．０％） 

平均介護度３．０ 

 計画人数 計画額 日数 

４月 1,140 15,272,976 30日 

５月 1,178 16,133,076 31日 

６月 1,140 15,272,976 30日 

７月 1,178 16,133,076 31日 

８月 1,178 16,133,076 31日 

９月 1,140 15,272,976 30日 

１０月 1,178 16,133,076 31日 

１１月 1,140 15,272,976 30日 

１２月 1,178 16,133,076 31日 

１月 1,178 16,133,076 31日 

２月 1,036 14,185,303 28日 

３月 1,178 16,133,076 31日 

合計 13,870 188,208,739 365日 
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７ 重点項目 

(1) 共通重点項目 

 ア 環境整備 

(ｱ) 職員教育への取り組み 

ａ 人材育成環境の整備 

介護職員については介護職員処遇改善加算を利用しながらの研修制度

等を行っていく。その他の職種については内部、外部研修を取り入れ

る等、教育システムを構築し、人材育成の足掛かりを作る。 

  (a)  OJT の充実 

内部研修委員会を立ち上げ、後記１０の研修等を定期的に実施

する。また介護職員に関しては、介護職員処遇改善加算に則っ

ての研修を実施し、職員教育体制の充実を図る。 

  (b)  OFFJT の充実 

老健協主催の研修会を中心に外部研修へ積極的参加し、他施設

との連携、現状の把握に努め、事業所の運営内容の充実に繋げ

る。また、必要な外部研修へ積極的に参加し、個人及び事業所

内の質の向上を図る。 

   (ｲ) 職員就業環境の整備 

ａ 人材の確保 

西海管理部の人材確保の計画に共同連携し、人材確保に努める。 

ｂ 不足人員補充と人員配置の見直し 

職員の育成、利用者の処遇面の向上を図る為、必要な人員の補充と人

員配置を増員行い、余暇活動・運動等への取り組みを行う。 

ｃ 職務分掌の明確化 

職種や役職等の職務分掌を整備し、役割分担に関しての明確化及び

役割の分散を図る。 

ｄ 職員の意見が聞き出せる環境づくり 

職員の提案や要望・意見等を積極的に吸い上げる環境整備に努める。 

(ｳ) 環境整備 

ａ 備品や設備の老朽化に関して、備品及び設備の入れ替えを行い、環

境整備に努める。 

ｂ 利用者の多様化が見られていることについて、新たな必要備品及び

設備を増やし、利用者の満足度の向上と職員の負担軽減に努める。 

イ 地域との関わりへの取り組み 

施設と利用者が地域とのつながりをもてる取り組みを行っていく。 
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   (ｱ) 地域イベントへの参加 

地域イベントへの参加を計画・実施し、施設及び利用者の交流、事業

所の認知の向上を図る。 

   (ｲ) 地域学校の実習受入・ボランティアの受け入れ 

地域の学校等との交流の打診を図り、実習やボランティア等の受入に

繋げる取り組みを行う。 

   (ｳ) 運営推進会議（仮称）の開催 

事業所のアピールや事業所への意見等の情報収集を図る機会として

の会議（地域の方を含めて行う）を今年度の開催に向けて準備を行う。 

ウ 利用者満足度の向上（環境・制度） 

 利用者、家族が施設を信頼して利用できるよう調整機能や制度を整備し、

満足度の向上を図る。 

   (ｱ) 受入窓口の明確化 

受入窓口を明確化し、定期的に他事業所等に周知する。 

   (ｲ) 他事業所との連携・調整 

介護支援専門員・支援相談員を中心に他事業所等との連携・調整を定

期的に行い、事業所の周知と安定に努める。 

   (ｳ) 空所型短期入所療養介護の活用 

地域での利用者の生活が継続できるよう、短期入所療養介護を活用し、

在宅生活を支援する。また空所を埋めることによる収入面の向上を図

る。 

(ｴ) 無料低額事業の周知・推進 

内容の見直しを随時行い、当該事業所における利用者を 10％以上確保 

する。 

(2) 職種毎の業務重点項目 

  ア 介護支援専門員・支援相談員 

(ｱ) 利用者の安定確保 

３８名（稼働率９５．０％ 平均介護度３.０）以上の常時確保を目

指す。主として病院のＭＳＷや居宅介護支援事業所、社会福祉協議会等

と情報交換・連携調整行い、利用者の安定確保を図る。 

(ｲ) 在宅復帰への取り組み 

利用開始時に方向性を聴取し、在宅復帰希望者に関しては、家族との

連携やサービス担当者会議、外出、外泊調整などを行いながら、次の生

活の場に向けて支援・調整行う。 

(ｳ) 行事 

広報・行事委員会を中心に、計画書における行事等が円滑に実施でき
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るよう支援する。 

     (ｴ) レクリエーション・余暇活動 

他職種と協力しながら、定期的な実施かつ継続の流れを作る。 

   (ｵ) サービス担当者会議等の充実 

ケアプランの実行の為に、各専門職の周知・工夫や家族への 協力依

頼を随時行う。 

  イ 管理栄養士 

   (ｱ) 質の良い栄養ケアの提供 

咀嚼・嚥下機能に見合った栄養プラン立案に努める。 

   (ｲ) 食堂の雰囲気作り・衛生管理 

季節が感じられるような雰囲気作りの提案、衛生面への気配り及び、

気持ち良い環境での食事提供に配慮する。 

(ｳ) 「食」を通じて季節の雰囲気を演出 

行事献立や旬の食材の掲示をおこない季節の雰囲気を作る。また、嗜

好調査を行い、さらに嗜好の傾向に沿った食事の提供を提案する。 

  ウ 看護 

   (ｱ) 業務の見直し 

毎回の申し送り等、周知方法の工夫を行い、時間短縮を図る。 

    (ｲ) 対処方法の統一 

処置方法や対処に関して統一した見解を持ち、同職種間の連携を図る。 

   (ｳ) 適切なカルテ等の記録整備について 

カルテ等記録内容の充実を図る。また、記録力の向上を図る為、６か

月に１度は施設主任（看護）による記録をチェックを行う。 

   (ｴ) 他職種との連携 

医師、介護職員、その他専門職と情報の共有や連携を図り、バランス  

のとれた処遇を行う。 

(ｵ) 褥瘡予防対策への取り組み 

褥瘡予防対策等の指針に基づき、定期的に褥瘡リスクアセスメントを

実施し、下肢の血行不良や冷感が強い利用者には適切な対応をとる。 

(ｶ) 感染予防とまん延防止に向けた取り組み 

感染予防とまん延防止等の指針に基づき予防と防止に取り組む。感染

症発生があった場合は、感染対策委員会と連携し、対応策の早期実行と

職員への指導、周知を十分に行っていく。 

   (ｷ) 重度化への対応 

重度化への対応に関して、基本となるバイタルチェック等での体調管

理を改めて重視し、日々の看護にあたるとともに個々の看護力向上に繋
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げる。また、医療器具の管理や機器の定期点検等についても万全を期し

ていく。 

   (ｸ) 医薬品管理 

３カ月に１回（６月・９月・１２月・３月）医療品・備品の棚卸しを

行い、定期的なチェックと管理を行う。 

  エ 介護 

   (ｱ) コミュニケーション能力の向上 

利用者に対する言葉かけや接し方を意識し、非言語的コミュニケーシ

ョンも活かしながら利用者に接する。 

(ｲ) 生活リハビリへの意識と介護技術向上 

日常の生活の中で活かされている動きや本人の意思・意欲の向上に意

識を持ち、次の生活に繋がるように支援する。また利用者への負担や自

身への負担の軽減を図る為、ボディメカニクス等の介護技術を身に付け

質の高い支援に繋げる。 

(ｳ) 記録力向上と書類整理 

より良いケアにつながるよう、記録の仕方、あり方の見直しを行うこ

とで間接業務を減らし、利用者のケアにあたる直接業務に時間が増える

よう取り組む。 

(ｴ) 褥瘡予防への取り組み 

褥瘡対策委員会を中心にリスク者の把握と体位変換やポジショニン

グ等の統一に繋げる。 

(ｵ) 感染等予防への取り組み 

感染対策委員会を中心に感染等予防等の指針に基づき行動する。また、

利用者の持ち込みの飲食物については、賞味期限等を確認するなど食中

毒予防等に努める。 

   (ｶ) 整容に関しての意識向上 

離床時の布団の整頓、利用者の服装、整髪、ひげ、目やに等にも意識

を置き、利用者の日常生活が活動的になれるよう支援する。 

   (ｷ) 個々の状況に配慮した入浴の提供 

利用者の状態変化等に気づき、心身状況に合わせた入浴形態での対応お

こなう。 

   (ｸ) 個別の状況に合わせた排泄ケアの徹底 

施設サービス計画の見直し時はもちろん、日々の状態変化においても、

利用者個々の状態に合わせた排泄ケアを、十分に検討し、職員によって

はばらつきなくケアを提供できるよう徹底する。 

   おむつの在庫チェックは毎月末に実施とともに、各入所者の使用状況を
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確認する。 

      (ｹ) レクリエーションへの取り組み 

定期的な実施が出来るよう努める。またレクリエーション担当者は職

員の偏りがないようにし、職員のスキルアップを図る。 

  オ リハビリ職 

   (ｱ) 次の生活を意識したリハビリ 

次の生活の場を意識し、必要なリハビリの実施を行う。在宅復帰の 

場合は自宅訪問も行い、介護支援専門員や他職種と連携しながら進める。 

(ｲ) リハビリテーション実施計画の充実 

リハビリテーション実施計画書は「生活」「参加」を取り入れた計画

書の作成と個別リハビリテーション及び活動促進の実施をおこなう。 

   (ｳ) 施設のリハビリに対する意識の向上 

トランスファー技術、リハビリ知識の他職種への助言を行い、意識 

の向上を図る。 

   (ｴ) 集団リハビリ体操の実施への取り組み 

体制の充足後、リハビリ職または介護職と協力行いレクリエーション 

時、その他の場面で集団リハビリ体操を実施できるよう取り組む。 

８ 行事日程 

月 行事 

4月 花見 

5月  

6月  

7月 トライアスロン応援 

8月 夏祭り 

9月 敬老会 

10月 運動会、大造祭り見学 

11月 福医会秋祭り（仮） 

12月 クリスマス 

1月 新年会 

2月 節分 

3月 ひな祭り 

９ 会議日程 

 会議名（場所） 日程 参加者 備考 
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会 

議 

介護保険課運営会議 

（２Ｆ会議室） 

第 3金曜日 ◎施設長 

施設主査 

施設主任（施設・看

護・介護） 

介護支援専門員 

支援相談員 

管理栄養士 

事務員 

 

 老健さいかい全体会議 

（２Ｆ会議室） 

必要時 老健職員  

 サービス担当者会議  ◎介護支援専門員 

支援相談員 

リハビリ職 

看護職 

介護職 

管理栄養士 

 

 利用継続判定会議 第 3金曜日 施設長 

施設主査 

医師 

主任（施設・看護・

介護） 

◎介護支援専門員 

◎支援相談員 

管理栄養士 

事務員 

 

 利用所判定会議 最低１カ月に

１回 

施設長 

施設主査 

医師 

施設主任（看護・介

護） 

◎介護支援専門員 

◎支援相談員 

管理栄養士 

 

 運営推進会議（仮） 後期より 3 ヵ

月に 1回 

施設長 

施設主査 

施設主任（看護・介
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護） 

◎支援相談員 

介護支援専門員 

管理栄養士 

 各種委員会会議 委員会ごとに

設置 

委員会メンバー  

１０ 各種委員会 

委員会 会議日時 研修等 

褥瘡・感染対策委員会 月１回以上  

給食委員会 月１回以上 嗜好調査（6月 12月） 

事故・身体拘束廃止委員会 月１回以上  

広報・行事委員会 月１回以上 広報発行月（5月・8月・11月・

2月） 

内部研修委員会 月１回以上 褥瘡防止研修（年１回） 

感染対策研修（年２回） 

事故防止研修（年２回） 

身体拘束防止研修（年１回） 

接遇研修（年１回） 

新人研修 

１１ 今後の方向性 

 今後の方向性に関して、平成３０年度の介護保険改訂を念頭に置きながら今

年度からの２年間での状態改善を図っていく。平成２８年は、事業所単体での

認知、人材確保と安定及び質の向上、地域交流の足掛かりを作っていく為、重

点項目である、環境整備、職員就業環境の整備、利用者満足度の向上に対して

取り組む。平成２９年度は平成２８年度の継続を行いながら、在宅復帰の増加

に向けて取り組んでいく。 


