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 [ はじめに ] 

 

  地域の社会福祉に貢献するべく、平成 23年 4月 1日に開所いたしました特別養護

老人ホーム陽光苑も 4年を迎えようとしております。 

 特別養護老人ホームは定員の１００名が入所。ショートステイの入所も定着し、２４

年度の平均稼働率が全体で９６％になりました。 

  開所 4年目である今年度の重点目標は「①経営基盤の安定化 ②組織体制の強化 

③サービス質の向上 ④職員人材育成 」の 4つを掲げています。 

①に関しては、特養、ショートの目標稼働率達成の取り組み、利用率と人員配置・

生産性のバランスを考慮し、安定化を図っていきます。コスト削減実施には職員全員

が経営者という意識を持って取り組めるように努めて行きます。そのために、全職員

が理解できるような書面を用い、数字の見える化を図ります。稼働率、平均介護度、

月間コスト等の「見える化」を図ることで情報の共有をして行きます。 

②に関しては、管理職、各職種、主任、ユニットリーダー等の組織の役割を明確に

し、組織間の連携を強化。その中でも、ユニットリーダーの役割、権限などに重点を

置き浸透させていきます。各部署、各ユニットが年間目標を設定し、目標達成のため

の計画・実行・確認・評価のサイクルを実施していきます。 

③に関しては、ユニットケアの意義を改めて考え、国が推奨するユニットケアの理

想像を追及し、質を高めていきます。前年度から立ち上げた推進委員会と連携を図り

個別ケアの実施をしていきます。また、ケアプラン、余暇活動、健康管理、ターミナ

ルケア等のサービスも各部門の専門性を活かし更なる質の向上を目指して組織一体

となった取り組みを実施します。 

④に関しては、人を財産と考え、職場の安全衛生、人材の確保、離職率の低下、研

修計画、資格取得バックアップ体制、目標管理、人事考課、個人面談などを引き続き

実施し、人材の育成の取り組みを行います。 

 また、その他に災害時の対策や地域との交流も実施します。 
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 [ 施設事業計画 ] 

 

 

〈 施設の目的 〉 

 施設運営の適正かつ円滑な執行と老人福祉の理念に基づき、関係法令を遵守し、利用

者の生活の安定及び生活の充実、並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ること

を目的とする。 

 

 

〈 運営方針 〉 

 施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、

入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、機能訓練、健康管理を行うことにより、入

居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

目指すものとする。 

 

〈 本年度目標 〉 

    目    標 ： 「自分が自分のユニットで暮らしたいと思えること」 

    目標行動指針 ： 心の通い合う介護 

             生活空間であることを意識して、無理強いしない 

             オープンで、風通しの良い環境 

           

 

            【 管 理 部 門 】 

１. 職員体制 

  介護・看護職は、「サービス提供強化加算Ⅱ」を加算申請しているため、常勤職員

換算 75%以上を確保する。ユニットケアの理想として、介護職員の人員配置は 2：１以

下とされているところではあるが、平均介護度や利用率のバランスに対しての配置を考

えていく。また、人員を多く配置すれば良質なサービスが提供できるとは限らない。適

正な人員配置で生産性が向上するように取り組んで行く。 
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職  種 予定人員 職   種 予定人員 

施 設 長 1 管理栄養士 1 

副施設長 （1）※副施設長は兼務 看 護 職 6（4） 

生活相談員 2 機能訓練士 2（1） 

介護支援専門員 2 介   護 60（10） 

事 務 職 3   

 ※（  ）内は非常勤の内訳 

２. 組織体制 

 4年目を迎えるにあたって、各職種間、役職や職員間の役割の見直しを図っていく。 

ユニット型特養としての質を高めていくことに重点を置き、入居者の生活の場であるユ

ニットを運営するためにユニットリーダーの役割、権限等をあらためて見直をし、全職

員に浸透させて行く。 

 また、目標管理を行い、施設の年度目標に沿った各部門、各ユニットでの年度、月間

の目標を掲げＰＤＣＡサイクルを行う。 

 職場の安全衛生としては、月 1回の安全衛生委員会にて産業医と連携を図り、「成人  

病予防」「メンタルヘルス」「腰痛予防対策」を３本柱として取り組みを行う。 

 

３. 職員研修 

 内部研修は年間計画を作成し実施する。また、内部研修、OJT等、職員による相互

のスキルアップにも努め、研修ニーズを研修委員が取りまとめて企画推進をしていく。 

 外部研修は日本ユニットケア推進センター主催の「ユニットリーダー研修」にも、前

期、後期１名ずつ参加できるようにすすめて行く。県や市等の行政機関が主催する研修

にも積極的に参加する。 

 

２６年度 年間内部研修計画 

   ＜各月の全体会議の中で約 30分間実施する研修＞ 

   4月 ユニットケアの理解 

5月 体調不良時の観察の仕方 

6月 高齢者の栄養補給と水分補給 

7月 事故検討※ 

8月 感染予防（食中毒・ノロウィルス）※ 

9月 個人情報とプライバシーの保護 

10月 褥瘡予防 

11月 権利擁護（高齢者虐待防止・身体拘束） 
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12月 感染予防（インフルエンザ）※ 

1月 認知症理解 

2月 事故検討※ 

3月 終末期の介護 

※事故検討、感染予防は年２回以上の開催必須 

 

＜年度の中で、複数回実施し、全職種・全員が参加する研修＞ 

・手洗いの仕方（5月～6月にかけて） 

・吐物・汚物の処理方法（8月～9月にかけて） 

 

（１）中途採用者研修 

  採用後に 1ヶ月程度、各セクションにて OJTによる研修期間を設ける。OJTは新

任チェック表をもとに新任者と担当指導者が共通認識を持ちながら実施し、ひとり立

ちを支援して行く。服務の心得、コンプライアンスの研修も盛り込んで行く。 

 

（２）外部研修 

  職員に対し、外部の研修参加の機会を提供し、知識・技術・倫理等専門職としての

資質向上に努めていく。横浜市社会福祉協議会、日本ユニットケア推進センター等の

主催する研修には積極的に参加するとともに、職員が希望する研修があれば、参加で

きるように図る。 

  また、施設内での製薬会社、メーカーからの伝達研修や高齢者疑似体験も取入れて

行く。 

 

（３）資格取得のバックアップ体制 

  介護福祉士の資格取得に向けての受験対策をバックアップする。テキスト配布、勉

強会、個人相談などを行い、1名でも多く合格者がでるように支援して行く。 

  普通救急救命講習を 4月から 6月にかけて、施設内で行い、修了証を発行する。 

 

４. 人事考課制度 

  前年度から取り入れた人事考課制度の定着を図り、適正な評価を昇給、賞与など

に繁栄させる。 

  人事考課マニュアルに基づき、評価シートを用いて、複数の評価者が携わり、公平

かつ適正な判断で実施していけるものにする。人事考課を行うことで、理想とする職

員像が明確化され、やった分だけ評価がされることで、職員のモチベーションアップ

に役立つものとなる。 
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 賞与は上司評価、昇給は上司評価、自己目標、自己評価等で行う。 

役職者と職員の個人面談の場を定期的に設け、意見交換に努めて行く。 

 

５. 各委員会活動 

   今年度は、行事委員会内で運営していたクラブ活動及びレクリエーション活動を

細分化していくため新たに「クラブ・レク委員会」を加え、各委員会を１３設置す

る。各委員会の発案から、具現化までを委員が中心となり、各部署に働きかけるこ

とにより各専門性、意識等の向上が図れることを目指す。委員会は常勤職員が必ず

いずれかの委員会に所属することとし、職員全員が関心を持ち、業務に反映できる

ように取り組んで行く。委員会会議録の発信、職員全体会議などの場で活動の周知

を図る。 

 

（１）行事委員会 

   季節行事の立案、実施。 

（２）給食委員会 

   食事に関わる全ての向上に向けた立案と実施。 

（３）広報委員会 

    入居者、家族、事業所、地域に向けた広報活動。 

（４）防災・環境・美化委員会 

   防災、生活空間の向上に向けた立案と実施。 

（５）事故防止対策委員会 

   事故予防と再発防止に向けた立案と実施。 

（６）苦情検討・権利擁護委員会 

   苦情、要望に関しての立案と実施。身体拘束廃止、個人情報保護、虐待防止に向

けた立案と実施。 

（７）感染・褥瘡予防策委員会   

   感染予防に向けての全体周知、立案と実施。褥瘡の予防と治癒に向けた対応と研

究。 

（８）安全衛生委員会 

   職員の労働環境の向上に向けた立案と実施。 

（９）入退所検討委員会 

   入退所の検討・決定・推進。 

（10）研修委員会 

   研修や勉強会の向上に向けた立案と実施。 

（11）接遇向上委員会 
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   接遇マナーの向上に向けた立案と実施。 

（12）ユニットケア推進委員会 

   ユニットケアの質を高めていくための立案と実施 

（13）クラブ・レク委員会 

   毎月実施している「カラオケ」「習字」などのクラブ活動やレクリエーションの

企画運営の実施。 

 

６. 各会議 

 各種会議は次の通りとし、各種会議を通して、より良い運営や利用者の処遇を図って

いく。必要時は部門同士の合同会議も実施する。会議は限られた時間を円滑にすすめて

行けるように、議題を事前に用意しておく。議事録は全職員で情報共有する。 

 今年度はショートステイ会議を取り入れ、各職種間の連携を図る。 

  ・セクション会議 （各部門の主任以上が出席する会議、施設内の最高決定会議） 

  ・職員全体会議  （全職員が出席する会議） 

  ・生活支援部門会議（生活相談員、介護支援専門員が出席する会議） 

  ・看護部門会議  （看護師が出席する会議） 

  ・栄養部門会議  （給食委員会内で実施、厨房委託業者も出席する） 

  ・総務部門会議  （事務員が出席する会議） 

  ・介護部門会議  （介護職員が出席する会議） 

  ・主任・リーダー会議（介護主任、ユニットリーダーが出席する会議） 

  ・ユニット会議  （ユニット職員が出席する会議） 

  ・ショートステイ会議 （全職種が出席し、ショートステイの運営を行う） 

      

６. 稼働率 

（1）本入居稼働率を 97％に設定し、目標に向けて次の取り組みを実施。 

① 退所から、新入居者の入居期間の短縮。目標期間を 2週間以内とし、待機者事 

前面談や家族との情報交換、広報誌の送付などを実施し、待機期間のフォロー

を入れていく。 

② 日常の健康管理・感染防止対策・事故防止対策を徹底し、早期受診などを実施

し、入院日数の削減を図る。 

（2）短期入所稼働率を 98％に設定し、目標に向けて次の取り組みを実施。 

① 居宅介護支援事業所、病院等へ営業の活動を行う。 

② リピーターの確保に繋がる、サービス面の向上。 

③ 医療ニーズ利用者の受入れ。 



7 

 

７. 地域活動 

  自治会、地域のボランティア、近隣の小中学校などの交流を積極的に行う。 

 今年度は、地域の民生委員に施設の見学会を通じて、定期的に情報交換の場を設けて

いくことや、施設内での救急救命講習の開催時にも地域の方々の参加を呼びかけてい

く活動にも取り組んで行く。 

【 サービス 部 門 】 

 

１.基本サービス 

（１）介護サービス計画書（ケアプラン） 

各セクション（介護支援専門員・介護職・看護職・管理栄養士・生活相談員）が

参加して行う「サービス担当者会議」を通じて、身体状況・精神状況・嗜好・環境

の変化なども考慮しながら、入居者一人ひとりにあったサービス計画の作成、更新

を行う。 

 

（２）日常生活支援 

①食事について 

栄養ケア計画に基づき、入居者の身体状況に適した、食事環境や食事形態及び介

助方法にて、食事が摂れるように援助して行く。 

 また、入居者からの日々の要望に耳を傾け、毎日喜んでもらえる食事を創意工夫

し、提供をする。 

 

②入浴について 

 入居者の皆様が、毎週２回の入浴ができるようにサービス提供する。また、入浴

形態も一般浴・車イス・寝台浴で対応し、５月には菖蒲湯を、１２月には柚子湯な

ど季節感を取り入れていく。また、ボディーソープなどに関しても肌に適当である

か適宜、検討する。 

 

③排泄について 

 個人の排泄形態の変化を速やかに把握し、その都度、個々に適した支援が出来る

ようにしていき、快適な排泄ケアを実践していく。介護用品などの使用も取り入れ、

可能な限り、自立支援を促していく。また、紙オムツ、パッド類の新製品などの調

査や正しいオムツの当て方などの施設内研修もすすめて行く。 
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④健康管理について 

看護職員による入居者の健康状態の把握を行う。 

関連医療法人あすなろ会等と連携を密にして、医療面でも充実を図り、病気の

早期治療・回復を図る。 

 内科・・・・週 1回 

 歯科・・・・週 2回 

 精神科・・・月 2回 

 眼科・・・・月１回 

受診が必要な場合は、速やかに協力病院への受診の実施。施設内で年１回の健

康診断、インフルエンザ予防接種を行う。 

 

（３）事故防止について 

 「事故防止対策委員会」を中心に、事故の事例を踏まえて、同じような事故が発

生しないように事故防止に取り組む。ヒヤリ・ハットの報告をより多く集め、事故

前の予防をとっていく習慣をつくる。 

事故発生時の対応方法、連絡体制のマニュアルに沿って、職員が対応できるよう 

  研修などを行っていく。市町村への報告も速やかに行うように努めていく。 

毎月、事故のデーターを取り、分析したものを職員全員で共有することで、再発防

止に繋げて行く。 

 

（４）感染予防について 

 「感染予防対策委員会」を中心に感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めに以下のことを実施して行く。 

① 「マニュアル」は現場に沿ったものになるように随時、見直しをする。 

② 介護職員その他の職員に対する定期的な研修の開催（年２回以上）。 

③ 施設内の定期的な清潔、消毒の徹底。特に１１月から３月はインフルエンザ、

ノロウイルス予防期間として消毒の強化を図る。 

④ 感染症マニュアルに基づいて日常のケアが徹底されるようにする。 

⑤ 感染症や食中毒が発生した場合は、速やかにご家族や関係機関と連携をとって

対応する。 

⑥ 有事の際は医務室を中心に、感染者の早期回復を図るとともに、他者への二次

感染を防ぐようにする。 

 

（５）褥瘡予防について 

 「褥瘡予防委員会」にて、指針、マニュアルの更新をすすめ、以下のことを実施

していく。 



9 

 

① 委員会は３ヶ月に１回又は必要に応じて開催する。 

② 委員会は職員教育を実施する。職員には、研修を通して専門職としての基礎知

識を持って、予防に備える。 

③ 新規入居者、入居者のハイリスク者（自立度が低下している人）に対して、予

防のための計画表を作成し、計画表をもとに日常介護で予防の実践を行い、そ

れを評価して計画的な予防対策を講じる。 

(ア) 褥瘡になってしまった入居者に対して、早急にカンファレンスを行い、早

期の完治に向けて全職員の協力の下に取り組む。 

(イ) 嘱託医師、協力医療機関との協力体制を強化する。 

 

（６）看取り介護について 

    嘱託医師、職員、家族との協力体制をとり、終の棲家として特別養護老人ホー

ムの使命でもあるターミナルケアを実施する。 

  看取りの手順マニュアルに基づき、各職種の役割を果たせるように研修等を行う。 

   家族が尐しでも寄り添えるような時間を提供できるように配慮し、個々の要望に 

  添えるよう質を高めて行く。 

 

（７）年間行事・クラブ活動・レクリエーション 

 ①行事について 

「行事委員会」の企画、運営により、年間の行事活動を実施していく。また、食事

が関係する行事は「給食委員会」とも協働する。納涼祭、敬老会などは家族の参加

も促していく。 

4月 お花見 

5月 母の日 

6月 父の日 

7月 七夕 ビアガーデン 

8月 納涼祭 

9月 敬老会 

11月 文化祭 

12月 クリスマス会 

1月 初詣 

2月 節分 

3月 ひな祭り 

 

②クラブ活動 

今年度からは「クラブ・レク委員会」が主導となり、カラオケ、書道クラブの定着
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化を図り、活発な活動をすすめていく。2Fのセミパブリックスペースを使用し、ク

ラブを通じて、他ユニット入居者との交流の場を楽しみにしていただけるように努

めて行く。 

 

③レクリエーション等 

ユニット単位の日々のレクリエーション、毎月の誕生日会の開催を実施。個別の外

出レク（買物ツアー・外食等）も行う。また、アコーディオン演奏や様々なボラン

ティアの訪問、手作りパンの販売なども引き続き行う。 

 

（８）苦情対応について 

 施設に寄せられた、苦情は速やかに「苦情解決委員会」を開催し、解決を図ってい

く。苦情に関しては、受けるという待ちの姿勢ではなく、積極的に入居者や家族に声

を掛けていく姿勢で取組んでいく。今年度も「家族懇談会」を引続き実施し、意見交

換と施設の理解をしていただく場を設けて行く。 

  また、苦情解決の第三者委員を 2名設置し、施設職員以外の第 3者委員に直接、苦

情を申し立てられる体制を整備する他、前年度から開始した「旭区介護相談員」の訪

問を継続し、入居者、家族にとって意見を言いやすい環境をつくって行く。 

 

（９） 広報活動 

 「広報委員会」が企画、実施を行い、広報誌「陽光苑だより」を毎月発行する。 

 家族や関係事業所、地域などに配布し、活動のＰＲを行う。また、ホームペー  

 ジの充実も図る。 

 

  【 各部門業務目標 】 

 

      総務部門 

      介護部門 

      看護部門（看護、機能訓練） 

      栄養部門 

      生活支援部門（介護支援専門員、生活相談員） 

 

〔総務部門〕 

【年間目標】 

    ミスのない事務処理 
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窓口として施設の顔となるような接遇の実施 

    消耗品の管理 

【趣旨】 

・ 経理、請求、その他の業務でのミスを防ぐ。見直し確認と複数での目で二重

チェックを行う。起きたミスは、報告書にまとめ、速やかに再発防止へむけ

た検討会を引き続き行う。 

・ 受付、電話対応では多職種にスピーディーかつスムーズに連携をとり、間違

いやお待たせしない様にしていく。来館者には安心していただける接遇を実

施する。個人情報の取り扱いにも配慮を行う。 

・ 1F エントランス、ロビーの環境整備、美化に力を入れ、入居者の皆様が心

地良く共用部が利用できるように心掛ける。 

・ 消耗品の管理を行い、毎月の使用量などを書面化して全職員に周知して行く。 

 

〔介護部門〕 

 【年間目標】 

自分が自分のユニットで暮らしたいと思えること 

 【趣旨】 

・ 入居者の暮らしが安心、安全に継続していけるユニットケアを目指す。 

・ 入居者の「日々の楽しみ」を把握し、共に考え実践して行く。 

・ 介護職員のサービス提供の水準を上げるため、教育、指導にも力を入れ、施

設や部門の支援する内容や考え方を統一して行く。 

・ 各ユニットでの目標管理を行い、ユニットリーダーの想いや考え等が活かさ

れたユニットのカラーが出していけるようにする。 

・ 接遇面は「接遇 5原則マニュアル」に基づき実践し、浸透させて行く。職員

間でもお互いに注意し改善しあえる環境をつくる。 

【特記】 

 特に統一すべきサービスは下記の内容。 

・ 食事介助 

    食べる際に適した姿勢の保持、嚥下状態の把握と適切な介助方法。 

    栄養部門との連携をとり、美味しく、楽しく、安全な食事が提供できるよ 

う考えて行く。ユニットでの炊飯や盛り付け等、入居者の希望に沿ったもの

も取入れる。 

・ 排泄介助 

     個々の排泄リズムに基づいた、排泄介助の手順、適切なパッド等の当て方に 

配慮する。 
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    「尊厳」を理解して、対応する時には的確な声掛けや、その方にあった方法で

行うようにする。 

・ 入浴介助 

    指の間、皮膚の重なっている箇所等の洗い残しがないようにする。 

    入浴剤なども取り入れ、変化を出して行く。 

    浴室内の清潔に配慮する。 

・ 整容介助 

    寝癖、目やに、爪、口腔ケアなどのチェックと実践を行う。更衣は残存機能   

    を活かした介助を行う。 

・ 服薬介助 

    服薬マニュアルに基づいた手順を徹底して行う。スプーン等を使用するなど

個々に適した服薬方法で実践する。 

・ 感染予防、褥瘡予防 

看護師と連携しながら取り組んで行く。 

・ 個々の入居者対応 

    積極的に職種間との連携をとり、問題解決を図る。 

・ 余暇活動 

    気分をリフレッシュするため、中庭での外気浴、散歩等を多く取り入れられ

るようにする。 

 

〔看護部門〕 

看  護 

【年間目標】 

   入居者が安心して生活、健康維持できるよう看護師の専門性を活かしながら、他

職種との連携を強化する。 

【趣旨】 

・ 職員間の連絡、情報の共有を行うことで、疾病の予防と予測を立て、嘱託医への

連絡相談や医療機関との連携がスムーズに行えるように努める。 

・ 身体状態のアセスメント能力を高め、的確な予防や予測を行うことで、重症化の

回避をする。 

・ 施設における感染症知識を深め、他職種との協力体制を整えることで、全体の質

を高める。 

・ 専門職として、知識、手技をより高めること、入居者との信頼を深めことを実践

し、心の通う看護サービスを提供して行く。 
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機能訓練 

【年間目標】 

・ ご入居者のニーズ評価とニーズに沿った訓練計画内容の共有 

【趣旨】 

 ・施設全体に対して再度、機能訓練の意味を伝達講習し、理解の共有を図る 

 ・作業評価法、ＡＤＯＣツールを用いてニーズ評価を個々に行うと共に、観察法を用

いたニーズの抽出を機能訓練部門で行う。その後、介護部門を中心にカンファレン

スで他部門の評価とすり合わせを行い、ニーズのアセスメントを作成する。 

 ・心身状態や日常生活、社会交流を含めたアセスメントを他部門から情報を集めて作

成する。 

 ・上記 2つのアセスメントに基づいて日常生活において機能が維持できること、ニー

ズが達成できること、または代償行為が出来ることを目標とした機能訓練計画を作

成。カンファレンス時に評価をして行く。 

 

〔栄養部門〕 

【年間目標】 

    「一人ひとりに見合った食事の提供をする」 

【趣旨】 

・ ユニットでの炊飯、盛付けを引き続き段階を追って実施する。 

・ ユニット単位のイベントを増やしていく。洋食バイキング、お好み天ぷら、中華

バイキング、寿司バイキングを各フロアでの年間のローテーションを引き続き実

施していく。 

・ 各ユニットでの調理レク実施。給食委員会で企画し実施を行う。 

・ 定期的（3 月・9 月）に入居者からのアンケート調査を実施し、実際の要望など

の声を取り入れて行く。 

 

〔生活支援部門〕 

介護支援専門員 

【年間目標】 

    ご入居者様、ご家族様、職員が同じ想いで過ごせるためのプランニング 

 【趣旨】 

・ 24時間シートの作成（本入居者全員、ショートステイはスタッフにつき１～２件） 

・ ご家族様とご本人様・施設の他職種でつくるカンファレンスの実現。 

・ 職員が実際の計画を確認してモニタリングができるように図る。 
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生活相談員 

【年間目標】 

     尊厳のある生活支援の実践 

社会資源の有効活用 

    空床期間の短縮 

専門職としてのスキル向上   

【趣旨】 

    ・現在、入居されている方々の心身の状態把握と、ご家族様の施設に対する希

望等を整理し、施設内における多職種連携を強化しニーズにあった尊厳のあ

る生活支援が実践できるように、そして、皆さまから「陽光苑を選んで良か

った。陽光苑で生活が送れて良かった。」とおっしゃっていただけるような

生活支援を展開して行く。 

   ・当苑入居希望者の状態把握を強化し、空床が発生次第、心身の状態に応じた

ユニットへ速やかな入居をしていただき、新規入居者が尊厳のある適切な生

活支援を受けていただけるように常に準備をする。 

・行政機関や他事業者との連携も強化し社会資源の活用し、より豊かな生活が

営めるように支援をする。 

・地域の方々による、継続的なボランティア活動の協力を得て、利用者と人間

的な関わりを通してボランティアの方々の生き甲斐につながる活動の場と

なるような関係作りをして行く。 

・近隣の小学校や、中学校と協働し、要介護者や介護老人福祉施設の理解をし

て、高齢化社会を共に支えられるような人材を育てる活動の機会を設ける。 

・専門職としての知識・技術を研くため、施設内外の研修に積極的に参加し、

常に最新の情報と知識・技術をもって生活支援ができるように謙虚な姿勢で

学ぶ。 

・上記の事柄を踏まえ、年間稼働率 97%を維持できるように各部署と連携をも

って業務を遂行する。 

 

〔ショートステイ〕 

【年間目標】 

 陽光苑のショートステイを再度利用したいと思われるようなサービスの提供 

 

【趣旨】 

・ 月々の稼働率を 98％以上に設定し、安定した稼働率を維持する。 

・ 新規利用者をはじめ、リピーターの方々にも安心して利用していただくた 
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めに、ご家族様や、担当事業所のケアマネージャーとコミュニケーション

を積極的に育む。そのために、定期的な事業所訪問と、サービス担当者会

議など積極的に参加できるように心がける。 

・ 空室情報や行事のお知らせなど、積極的に訪問や電話、FAXなどを活用し、 

陽光苑の広報活動を行ってゆく。また、季節の節目や年末年始などに、ご 

挨拶に伺う。 

・ 初めてショートステイを利用された方と、家族が「もう一度、陽光苑のシ 

ョートステイを利用してみたい」と感じていただけるような配慮をお 

こない、家族の安心につながる受け入れや、各家庭の事情に合わせ 

られる入退所の時間の工夫や、体制づくりと柔軟な発想に努める。 

・ 本入所における入院者等の空床ベッドの有効活用を積極的におこなって、 

ショートステイ利用希望者の生活支援に繋げる。また、急な利用要請にも 

十分対応できるように、ショートステイ担当ユニット及び、本入所ユニッ 

トの状況を把握し、速やかな対応ができるように環境を整える。 

・  ショートステイ担当の介護職員、介護支援専門員、看護師、管理栄養士、 

生活相談員などの職員と月に 1回の会議を持ち、利用者のケアについての 

検討や情報交換を行い、利用者が円滑にサービスを利用していただけるよ 

うに準備をする。また、ケアの質を向上するために各帳票の確認と見直し

を常に行い、ご利用中の様子を伝えるお手紙の内容を充実できるように常

に検討する。 

 


