１．品質目標
・余暇活動や行事、個別援助（サービス内容）の実践だけにとどまることなく、ふくぎの里
介護計画プロセス、提供プロセスに沿って教育訓練を実施し必要な力量を確保します。
ふくぎの里サービス提供規程の中から、ふくぎの里の職員として必要な力量が習得できる
ようサービス提供プロセス・サービス計画プロセスの育成項目を教育訓練計画項目として実
施してまいりました。入職 3 ヶ月～6 ヶ月、1 年の職員が教育訓練前に、自ら「理解不足」
と評価した 19 項目中 11 項目を OJT 指導。2 項目を社内研修として実施することができま
した。結果、
「知識・技術がまだ十分でない」と 1 ランク評価を上げることができました。
また、
「知識・技術がまだ十分でない」とした項目についても、
「仕事ができるだけの知識・
技術がある」と自己評価を上げることができました。
社内研修は、4 年以上の職員が勉強会資料を作成。認知症の病態や特徴、周辺症状への介
護援助、薬物療法との関連性等について勉強会を実施。勉強会後の職員理解度アンケートで
は理解度 71.0％～88.7％を得る事ができた事や、勉強会資料を作成する 4 年以上の経験を持
つ職員は、資料作成により指導者として再学習し指導力を身につける機会にもなりました。
また、4 年未満の職員が、OJT 指導を受けながら施設内外での行事活動を年間 42 回実施す
ることができた事や、昼食時にご利用者からリクエストメニューを立案し、取り組むことが
できました。目標達成は、職員の力量向上とご利用者支援に繋ぐ事ができたと感じておりま
す。

２．実施項目報告
目標達成実施項目

実績
①4 月 18 日伊波寿が入職 3 ヶ月の職員徳里千加
子へご利用者 3 人の施設介護経過記録、援助目
標、課題の情報収集方法、改善策の立案手順、モ
ニタリング票の説明をしました。
4 月 16 日池原真弓が入職 1 年の仲宗根勝美へ、
サービス提供プロセスへのインプット情報の説

ふくぎの里サービス提供
4月

規程（計画プロセス、提供プ
ロセス）に沿って教育訓練、
OJT 指導を実施します。

明と 4 月 17 日入職 3 ヶ月の職員奥間美奈子へ、
識別の手順を指導しました。4 月 19 日比嘉幸代
が入職 6 ヶ月の職員照屋久枝へ、施設備品管理手
順の指導とサービス提供の指示・伝達の手順を説
明しました。
②OJT 指導を受けた徳里千加子は、ご利用者の援
助課題の情報を収集する事、目標達成状況を把握
できた事から、目標に沿った援助提供に繋ぐ事が
できています。
仲宗根勝美は、入居前面接調査票、暫定サービス
計画書（１）（２）、日課表からインプット情報

目標達成実施項目

実績
を理解することができています。
奥間美奈子は、ご利用者のファイルの保存場所や
居室、私物の保管方法と服薬の保管方法を知り、
誤って使用する事がないように管理する事がで

4月

きています。照屋久枝は、設備・備品マニュアル
について、実践指導を受けマニュアルに沿った管
理が可能になりました。また、3 事例を基にサー
ビスの指示・伝達の手順を熟知できた事から利用
者援助につなぐ事ができています。
①4 月 6 日より管理者から OJT 指導を受けながら
認知症勉強会の資料作成に取り掛かり、パワーポ
イントを使い初回ながらも、わかりやすく、字の
大きさへの工夫やグラフを活用した資料を作成
することができました。作成した資料を基にアル
ふくぎの里サービス提供

5月

規程（計画プロセス、提供プ
ロセス）に沿って教育訓練、
OJT 指導を実施します。

ツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小
体型認知症、若年性認知症についての勉強会(社
内研修)を実施することができました。
②5 月 15 日社内研修（後輩職員へ OJT 指導）を
実施。参加した職員のアンケートからは、「分か
りやすかった。改めて勉強になりました」等の好
評な感想をもらうことができた事や理解度調査
では平均理解度 88.7％、問題出題（4 問中）正解
平均点は 68.8 点でした。職員の知識習得につな
ぐことができています。
①6 月 12 日比嘉幸代が照屋まゆみへ、6 月 22 日
伊波寿が徳里千加子へ 6 月 25 日池原真弓が奥間
美奈子へ、各々が担当するご利用者 3 人のサービ
ス提供プロセスへのインプット情報を活用し指
導。OJT 記録票を活用し評価することができまし

ふくぎの里サービス提供
6月

規程（計画プロセス、提供
プロセス）に沿って教育訓
練、OJT 指導を実施します。

た。
6 月 23 日池原真弓が仲宗根勝美へ、施設備品管
理手順の指導。OJT 記録票を活用し評価すること
ができました。また、比嘉幸代が、年間行事計画
に沿って 6 月行事の外出支援、おやつ会、花飾り
実践について指導。OJT 記録票を活用し評価する
ことができました。
②OJT 指導を受けた、照屋まゆみ、徳里千加子、
奥間美奈子は、入居前面接調査票、暫定サービス
計画書（１）（２）、日課表からインプット情報

目標達成実施項目

実績
を理解し個別援助につなぐことができています。
仲宗根勝美は、設備・備品マニュアルについて、
実践指導を受けマニュアルに沿った管理が可能

ふくぎの里サービス提供
6月

になりました。

規程（計画プロセス、提供

照屋久枝は、外出支援を実施するに当たり、事前

プロセス）に沿って教育訓

の情報収集や工程を計画的に実践することがで

練、OJT 指導を実施します。 きていました。また、ご利用者のご意見を聴収す
る等の工程も良く、ご利用者満足につなぐことが
できた事は大きな評価です。行事計画に必要な資
源を習得につなぐことができています。
①6 月 6 日より比嘉幸代が、管理者の指導を受け
ながら、認知症の中核症状や周辺症状について、
資料作成に取り掛かり、自ら参考資料を選択。パ
ワーポイント資料を作成することができていま
す。資料は、イラストやグラフ等を活用し作成す
ることができていました。また、ご利用者の周辺
症状と照らし合わせた資料説明をすることがで
きていました。また、伊波寿が徳里千加子へ年間
ふくぎの里サービス提供
規程（計画プロセス、提供
7月

プロセス）に沿って教育訓
練、OJT 指導を実施します。

行事計画に沿って指導。池原真弓が仲宗根勝美へ
サービス提供プロセス妥当性の確認を指導し育
成を図ることができました。
②7 月 10 日社内研修を実施。参加した職員のア
ンケートからは、「認知症について理解している
つもりが、きちんと理解できていない自分自身に
気がつきました。
」や「分かりやすい資料でした。
認知症の行方不明者が年間 1.5 万人いることに
ビックリしました」等の感想がありました。理解
度調査では平均理解 78.8％、問題出題（5 問中）
正解平均点は 80 点でした。職員の知識習得につ
なぐことができています。また、徳里千加子は初
回行事担当として役割を遂行することができま
した。
①9 月の行事（敬老会開催）に向けての準備とし

ふくぎの里サービス提供
8月

規程（計画プロセス、提供
プロセス）に沿って教育訓
練、OJT 指導を実施します。

て、ご利用者の日々の余暇活動時間を活用しなが
ら、ご利用者の唄の練習と共に、三線、琴、大正
琴演奏の練習や横断幕の材料づくり、プログラム
材料づくり等を実施。ご利用者の活動の充実を図
り OJT 指導につなぐことができていました。ま
た、指導内容を OJT 実施記録票にて評価すること

目標達成実施項目

実績
ができています。
②8 月の育成項目をサービス提供プロセス行事実

ふくぎの里サービス提供
8月

施の指導を受け実践することができる。照屋まゆ

規程（計画プロセス、提供

みの訓練内容を 8 月の行事計画に沿って OJT 指導

プロセス）に沿って教育訓
練、OJT 指導を実施します。

を実施。青年会エイサー・花飾り・おやつ会（チ
ョコレートのパイ包焼き）を実践。利用者支援に
つなぐごとができました。

ふくぎの里サービス提供規程（計画プロセス、提供プロセス）に沿って教育
訓練、OIT 指導を実施します。
OJT 指導者

伊波寿

対象者

徳里千加子

訓練内容

評価

・サービスの指示・伝

ご利用者（G.H さん、C.H さん、I.K さん）

達の手順

の事例を活用し指示・伝達の手順を説明した
ことで、計画書の重要性を理解し実践に繋ぐ
事ができています。

池原真弓

仲宗根勝美

・年間行事計画の実施

・敬老会で司会担当としての役割を遂行する
ことができました。

・サービスの指示・伝

・ご利用者（U.S さん、C.H さん、T.C さん）

達の手順

の事例を活用し指示・伝達の手順を説明した
ことで、計画書の重要性を理解し実践に繋ぐ

9月

事ができています。
奥間美奈子

・年間行事計画の実施

・敬老会での余興やご利用者援助を実践する
ことができています。敬老会は、初回参加で
したが積極的に役割を遂行することができ
ていました。

比嘉幸代

照屋久枝

・インプット情報

・ご利用者（U.S さん、M.Y さん、T.T さん）
の事例を活用しインプット情報について書
面を活用し説明。インプット情報に基づく援
助ができています。

照屋まゆみ

・設備・備品管理手順

退職の為育成につなぐことはできませんで
した。

①9 月 10 日から伊波寿により、自ら参考資料を
ふくぎの里サービス提供
10 月

規程（計画プロセス、提供
プロセス）に沿って教育訓
練、OJT 指導を実施します。

選択し職員向け勉強会資料作成に取りかかり、
「認知症の介護援助と医療的ケア」と題して、認
知症病態別薬物療法や認知症非薬物療法（回想
法、音楽療法、学習療法、化粧療法等の効果）を
まとめたパワーポイント資料を作成することが
できました。また、ふくぎの里ご利用者を対象に

目標達成実施項目

実績
したスライドも含めて作成。勉強会を活かし職員
OJT 指導を実施、評価することができました。
②10 月 16 日社内研修を実施。参加した職員のア
ンケートから「認知症状と薬の関係が良く分かり

ふくぎの里サービス提供
10 月

規程（計画プロセス、提供
プロセス）に沿って教育訓
練、OJT 指導を実施します。

ました。」
「お薬の種類と症状に対しての使い方を
知る事ができました。」
「日々ご利用者を支援して
いく中で、まだまだ把握できていない事も知り、
自分自身勉強不足を感じました、これからも繰り
返し学ぶ事で支援の向上につなげたいです」等の
感想がありました。理解度調査では平均理解
71.2％、問題出題（5 問中）正解平均点は 50 点
でした。職員の知識習得につなぐことができてい
ます。
①伊波寿、池原真弓、比嘉幸代が医療的基礎知識
として、ご利用者の既往に合わせて、糖尿病、高
血圧、高コレステロール血症、脂質代謝異常、便
秘症、慢性心不全、心筋梗塞、変形性膝関節症、
大腸がん、関節リウマチ、慢性硬膜下血種、大腿
骨頸部骨折、坐骨・恥骨骨折、腰椎圧迫骨折、未
破裂性脳動脈瘤等の病態や要因、症状について資
料を作成し職員へ勉強会を実施することができ
ました。疾患は、ふくぎの里ご利用者を対象とし
てまとめられていた事からサービス提供に注意
する事や観察視点について指導することができ

ふくぎの里サービス提供
11 月

ました。指導結果については、OJT 指導評価表を

規程（計画プロセス、提供

用い評価することができています。

プロセス）に沿って教育訓

②11 月 20 日社内研修を実施。参加した職員のア

練、OJT 指導を実施します。 ンケートから「今回の勉強会は、ご利用者の病歴
や病気の内容を詳しく知ることができました。」
「ご利用者の病名を知らなかった事に気づきま
した。勉強になりました。」
「もっと医療的知識に
ついて学びたいと思いました」「範囲が広すぎて
難しかったです」等の回答がありました。理解度
調査では平均理解 79％、問題出題（5 問中）正解
平均点は 90 点でした。職員の知識習得につなぐ
ことができています。

目標達成実施項目

実績

ふくぎの里サービス提供規程（計画プロセス、提供プロセス）に沿って教育
訓練、OJT 指導を実施します。
OJT 指導者

伊波寿

対象者

訓練内容

徳里千加子

識別の手順

評価

ご利用者のファイル、預かり書、居室所有物、内服薬を
例に、サービス提供規定、第 5 章サービス提供プロセス
5.5、5.7、5.7.１、5.7.2、5.7.3 と合わせ識別の手順を指
導。指導を受けた職員は手順を理解し実践に繋ぐ事がで
きています。

池原真弓

仲宗根勝美

援助目標の評価

・ケア会議の目的や会議において、ご利用者個々の目標

について

達成状況の評価と援助課題を抽出し検討している事、検
討した結果をミーティングにて伝達、利用者への援助手
順を決定している事を理解することができています。ま

12 月

た、会議においても積極的に意見を述べる事ができてお
りご利用者援助の見直しをすることができています。
奥間美奈子

施設設備・備品

設備マニュアル表を基に、点検箇所と点検方法を指導。

管理手順

各居室、その他の備品、設備の不具合が無いか点検する
事ができました.

比嘉幸代

照屋久枝

年間行事計画の

年間行事計画に沿って、忘年会・大掃除・花飾り・おや

実施

つ会を職員へＯＪＴ指導。指導を受けた職員は、 12 月
20 日に花飾り。12 月 21 日大掃除・忘年会、12 月 27 日
おやつ会を開催することができました。特に大掃除・忘
年会では、細かく指導しながら実践につないでいた事か
ら、会はご家族をお招きしながらも成功につなぐことが
できていました。

ふくぎの里サービス提供規程（計画プロセス、提供プロセス）に沿って教育
訓練、OJT 指導を実施します。
OJT 指導

伊波

寿

対象者

訓練内容

評価

徳里千加子

妥当性確

ご利用者 3 人のケースファイル（施設サービス計画書 1.2、暫定、

認の手順

モニタリング表）を用い説明。サービス計画プロセスの妥当性確認
手順を知る事ができました。

1月

基礎介護マニュアル、施設・備品マニュアル、施設サービス計画書、
教育訓練計画書、事故・ニアミス報告書にて説明。提供プロセスの
妥当性確認（重大な事故に繋がる処遇の妥当性を確認する手順）を
知る事ができました。

目標達成実施項目

実績

ふくぎの里サービス提供規程（計画プロセス、提供プロセス）に沿って教育
訓練、OJT 指導を実施します。
OJT 指導

対象者

訓練内容

評価

池原真弓

仲宗根勝美

事業所内行

・行事計画書を作成し事前準備や職員への行事内容の伝達。スム

事の実施と

ーズに事業所内での行事や外出支援を実施する事が出来ました。

外出支援実

・外出支援（初詣）では、車内での過ごし方を考案。初詣に行く

施

目的や工程、歌集等をしおりにして作成。ご利用者様と共に車内
で楽しむ時間を作る事が出来ていました。

奥間美奈子

1月

妥当性確認

ご利用者のケースファイルを用い、サービス計画(1）
（2）、モニタ

の手順

リング表を参考にサービス計画プロセスにおける妥当性の確認の
方法を知る事が出来ました。また、基礎介護マニュアル、設備・
備品マニュアル、教育訓練計画書、事故・ニアミス（気づき）報
告書、ケース記録、ケア会議録を用いサービス提供プロセスの妥
当性の説明。手順を知る事ができました。

比嘉幸代

照屋久枝

妥当性確認

ご利用者 3 人のケースファイル(施設サービス計画書(１)(２)・施

の手順

設計画書暫定・モニタリング表)を参照し、サービス提供規程第 4
章サービス計画プロセス(4.5.1)(4.5.2)(4.5.3)(4.5.4)を説明。サービ
ス計画書の妥当性確認の手順を知る事ができました。
基礎介護マニュアル、施設・備品マニュアル、施設サービス計画
書、教育訓練計画書、事故・ニアミス報告書を参照しながら説明。
サービス提供プロセス妥当性の確認手順を知る事ができました。

ふくぎの里サービス提供規程（計画プロセス、提供プロセス）に沿って教育
訓練、OJT 指導を実施します。
OJT 指導

伊波寿

対象者
徳里千加子

訓練内容

評価

ご利用者の

ご利用者の介護保険認定期間が記載してある介護保険被保険者証コ

要介護認定

ピーと施設サービス計画書（1）を活用しながら要介護認定期間を指
導することができています。

2月

生活保護申

また、生活保護制度については、厚生労働省ホームページを活用し

請

学習しながら説明をすることができています。手順の説明を受けた
事で、サービス提供規程との整合性を図ることができています。

池原真
弓

仲宗根勝美

妥当性確認
の手順

ご利用者のファイルを使用しサービス計画(1）
（2）
、モニタリング
表を参考にサービス提供プロセスの妥当性の確認の方法を指導する
ことができています。
サービス提供プロセスの妥当性確認として、基礎介護マニュアル、
設備・備品マニュアル、教育訓練計画書、事故・ニアミス（気づき）
報告書、ケース記録、ケア会議録を基に妥当性確認をしている事を
説明。手順を指導することができています。また、サービス計画プ

目標達成実施項目

実績

ふくぎの里サービス提供規程（計画プロセス、提供プロセス）に沿って教育
訓練、OJT 指導を実施します。
OJT 指導

対象者

池原真

仲宗根勝美

弓

訓練内容

評価

妥当性確認

ロセスの妥当性確認の手順とサービス提供プロセスの妥当性確認

の手順

の手順の違いを指導することができています。指導を受け、サー
ビス提供規程を改めて認識し業務実践につなぐことができていま
す。

奥間美奈子

2月

目標達成状

個別ケース記録、個別ファイルを活用し援助目標の達成記録を説

況度評価

明。目標達成度を指導することができています。また、ご利用者

課題分析

援助について目標に沿った援助につなぐことができるよう指導。
実践に繋ぐ事ができています。また、毎月のケア会議にて、ご利
用者の課題を抽出し援助内容を検討・見直しを実施。ミーティン
グにて見直し結果を周知、実践につなげている事を知る事が出来
ました。変更された援助内容について手順通り実践することがで
きています

比嘉幸

照屋久枝

代

目標達成状

ご利用者(U.S 様・M.Y 様・T.T 様)のケースファイル(施設サービス

況度評価

計画書(１)(２)・栄養スクリーニング・集計表・ケア会議録・モニ

課題分析

タリングを活用し目標達成状況と課題の抽出方法を説明し指導す
ることができています。

ふくぎの里サービス提供規程（計画プロセス、提供プロセス）に沿って教育
訓練、OJT 指導を実施します。
OJT 指導

対象者

訓練内容

評価

伊波寿

徳里千加子

緊急時の対

緊急時の対応マニュアルに沿い、緊急時の対応手順、各ご利用者

応の手順。

の緊急時搬送先の病院を説明。緊急時の対応手順を理解する事が
できました。

池原真

仲宗根勝美

弓

3月

ご利用者の

ご利用者のケースファイルの活用方法を改めて認識できた事や

要介護認定

ご利用者の認定期間、介護区分を改めて知ることができていま

期間

す。生活保護制度についても再認識、知識を深めることができて

生活保護制

います。

度
奥間美奈子

ご利用者の

ご利用者（U.S、U.E、T.C）の個別ファイルを利用し、各々の介

要介護認定

護保険被保険者証のコピーで認定期間を確認。知ることができま

期間

した。また、資料（厚生労働省/生活保護制度）やケアマネ問題集
等を活用し、申請及び変更申請の手続き（福祉事務所や町村役場）

生活保護制
度

の方法や生活保護の種類、生活保護基準を知る事が出来ました。

目標達成実施項目

実績

ふくぎの里サービス提供規程（計画プロセス、提供プロセス）に沿って教育
訓練、OJT 指導を実施します。

3月

OJT 指導

対象者

比嘉幸

照屋久枝

代

訓練内容

評価

ご利用者の

ご利用者(U.S 様・M.Y 様・T.T 様)のケースファイルを参照し要介

要介護認定

護認定期間を説明しました。また、生活保護制度については、参

期間

考書を参照し、読んでもらい生活保護制度の内容を知る事ができ
ました。

生活保護制

3 月 22 日に OJT 指導を実施し、本人から「住宅改修や福祉用具

度

等の介護扶助も生活保護制度のサービスである事を知らなかった
ので、知る事が出来てよかったです」と感想がありました。

３．介護サービス
（１）食事サービス
管理栄養士の献立による栄養管理で調理を実践し、食事を提供できる事で、栄養状態の安
定と、栄養摂取量や水分補給を画一的に行うのではなく、ご利用者一人ひとりにあった形態
の工夫や器、スプーン、箸等の選択。食事援助を工夫しながら提供しました。結果、急激な
体重減少による低栄養状態を招く入院等もなく経過しております。また、ゆっくりと落ち着
いた雰囲気の中食事が提供できるよう、環境改善（音楽の傾聴・座席の配慮等）や職員が一
緒に雑談や嗜好を確認し食事できる環境づくりが実践できております。
（２）排泄サービス
トイレでの排泄を可能にするため、ご利用者個々の排泄パターンや徴候を職員が把握し誘
導を行いながら排泄援助を実践しました。ご利用者全員が紙オムツを使用することなく、布
パンツに尿パットを使用。夜間はポータブルトイレ使用ができ、ご利用者の自立支援につな
ぐことができています。
（３）入浴サービス
ご利用者の入浴日を固定し援助するのではなく、ご利用者に入浴実施を選択していただき、
後日入浴日を調整する等を行いながら援助を実践しました。また、個別にご利用者の入浴習
慣を職員が把握し（石鹸やタオル、入浴手順等）実践してまいりました。以前は、入浴のお
断りが頻回にあったご利用者をスムーズに援助できるようになりました。
（４）個別活動
ご利用者の生活環境や趣味嗜好に応じた余暇活動、生活活動を支援し生きがいづくりを実
施することができています。職員と共にご利用者が食事の準備（調理の下ごしらえ）や後片
づけ、事業所内清掃ができるよう援助、実践してまいりました。また、近隣（出身地）への
ドライブ、近隣の商店や地域の店舗への買い物支援を実施、個別活動することができました。

４．地域交流
ご利用者一人ひとりが地域とつながりながら暮らし続けられるよう、地元の活動や地域住
民との交流に積極的に取り組んでいけるよう地域商店への買い物、運営推進会議の開催を実
施できました。
平成 31 年 4 月 13 日 読谷村健康福祉部 健康推進課 保健師・栄養士の方々との交流

保健指導『健康講座』を開催していただきました。
平成 31 年 4 月 13 日 鯉のぼりフェスタへの参加

令和元年 6 月 18 日 恩納村博物館への外出。博物館近くの「浜の家」にてランチ。

令和元年 8 月 25 日 喜名青年会との交流

その他、近隣スーパーやご利用者の出身地域のスーパーへ買い物に出かけ交流を図ることができ
ました。

伊良皆丸大、都屋ビック、渡具知イオン食品館、波平かねひでへ買い物等、毎月のおやつ会
に合わせ、出身地域の方々との交流や外出支援を実施し交流を図ることができました。

５．職員教育訓練計画
職員の力量確保とサービスの質の向上を目的に職員個々の教育訓練計画を立案、介護技術
向上に向けた社内・社外研修を実施してまいりました。
受講者

研修内容

成果
・4 月 6 日から認知症の種類と特
徴についての資料作成に取り掛か
り、資料作成方法や参考資料を提
供、確認しながら指導を実施。パ
ワーポイント資料を作成すること
ができています。資料は初回なが
らもわかりやすく、字の大きさへ

（社内研修）
池原真弓

の工夫やグラフを活用した資料を

アルツハイマー型認知症、脳血 作成することができています。
管性認知症、レビー小体型認知 5 月 15 日社内研修を実施。参加し
症、若年性認知症について

た職員のアンケートからは、
「分か
りやすかった。改めて勉強になり
ました」等の好評な感想をもらう
ことができた事や理解度調査では
平均理解 88.7％、問題出題（4 問
中）正解平均点は 68.8 点でした。
職員の知識習得につなぐことがで
きています。

5月

5 月 15 日勉強会後の理解度アンケ
ートからアルツハイマー型認知症
の理解度 90％、脳血管性認知症の
（社内研修）
仲宗根勝美

理解度 90％、レビー小体型認知症

アルツハイマー型認知症、脳血 の理解 95％、若年性認知症の理解
管性認知症、レビー小体型認知 度 100％。出題回答点（4 問中）
症、若年性認知症について

75 点でした。また、勉強会への感
想は「改めて勉強する事で、再度
理解を深める事が出来ました」と
感想がありました。
5 月 15 日勉強会後の理解度アンケ
ートからアルツハイマー型認知症

（社内研修）
照屋久枝

の理解度 90％、レビー小体型認知

アルツハイマー型認知症、脳血 症への理解度 90％、若年性認知症
管性認知症、レビー小体型認知 の理解度 90％。出題回答点（4 問
症、若年性認知症について

中）50 点でした。勉強会への感想
は、「分かりやすい資料でした。2
問目の出題は回答できませんでし

受講者

研修内容

成果
した」と感想がありました。

照屋久枝

5 月 15 日勉強会後の理解度アンケ
ートから、アルツハイマー型認知
症への理解度 75％、レビー小体型
（社内研修）
徳里千加子

アルツハイマー型認知症、脳血
管性認知症、レビー小体型認知
症、若年性認知症について

認知症への理解度 75％、脳血管性
認知症への理解度 75％、若年性認
知症への理解度 75％、出題回答点
（4 問中）50 点でした。また、勉
強会への感想は、
「勉強会は分かり
やすい流れで説明され、素晴らし
かったです」との感想がありまし
た。
5 月 18 日勉強会後の理解度アンケ
ートからアルツハイマー型認知症
の理解度 75％、脳血管性認知症の

（社内研修）

5月
奥間美奈子

理解度 50％、レビー小体型認知症

アルツハイマー型認知症、脳血 の理解度 75％、若年性認知症の理
管性認知症、レビー小体型認知 解度 75％、出題回答点（4 問中）
症、若年性認知症について

75 点でした。また、勉強会への感
想は「改めて学ぶと忘れていた部
分が多く、見直す事が出来ました」
と感想がありました。
勉強会後の理解度アンケートから
アルツハイマー型認知症の理解度
90%、脳血管性認知症の理解度 90%

（社内研修）
照屋まゆみ

レビー小体型認知症の理解度 90%

アルツハイマー型認知症、脳血 若 年 性 認 知 症 の 理 解 度 90% 、
管性認知症、レビー小体型認知 出題回答点(4 問中)50 点でした。
症、若年性認知症について

又、勉強会への感想は、
「資料の文
章やグラフなども使ってもらい、
とても分かりやすい勉強会でし
た。」と感想がありました。
・6 月 6 日から認知症の中核症状
や周辺症状について、資料作成に

（社内研修）
7月

比嘉幸代

取り掛かり、自ら参考資料を選択。

・認知症の中核症状と周辺症状 パワーポイント資料を作成するこ
について

とができています。資料は、イラ
ストやグラフ等を活用し作成する
ことができていた事やご利用者の

受講者

研修内容

成果
周辺症状と照らし合わせた説明が
できていました。
7 月 10 日社内研修を実施。参加し
た職員のアンケートからは、
「認知
症について理解しているつもり
が、きちんと理解できていない自

（社内研修）
比嘉幸代

分自身に気がつきました。」や「分

・認知症の中核症状と周辺症状 かりやい資料でした。認知症の行
方不明者が年間 1.5 万人いること

について

にビックリしました」等の感想が
ありました。理解度調査では平均
理解 78.8％、問題出題（5 問中）
正解平均点は 80 点でした。職員の
知識習得につなぐことができてい
ます。
勉強会後の理解度アンケート結果
①おさらい・認知症の理解度 75％
②中核症状への理解度 90％、③周
7月

（社内研修）
仲宗根勝美

・認知症の中核症状と周辺症状
について

辺症状への理解 50％、出題回答点
（5 問中）100 点でした。また、
勉強会への感想「勉強会の範囲が
広く、できればもう少しまとめて
あるともっとわかりやすかったか
なと思います。」と感想がありまし
た。
勉強会後の理解度アンケート結果
として①おさらい・認知症につい
ての理解度 90％、②中核症状につ
いての理解度 90％、③周辺症状に

（社内研修）
照屋久枝

ついての理解度 90％、出題回答点

・認知症の中核症状と周辺症状 (5 問中)回答点数は 80 点でした。
について

また、勉強会への感想は「分かり
やすい資料でした。年間 1.5 万人
も認知症の方の行方不明者がいる
事にびっくりしました。
」との感想
がありました。
（社内研修）

徳里千加子

＜勉強会後の理解度アンケート＞

・認知症の中核症状と周辺症状 ・認知症についての理解度 50%
について

・中核症状についての理解度 50%

受講者

研修内容

成果
・周辺症状についての理解度 50%
・出題回答点（5 問中）3 問正解

（社内研修）
徳里千加子

・勉強会への感想は、
「認知症につ

・認知症の中核症状と周辺症状 いて理解しているつもりが、きち
について

んと理解できていない自分自身に
気がつきました。
」と感想がありま
した。
勉強会後の理解度のアンケート
①おさらい・認知症の理解度 90％

7月

②中核症状への理解度 90％、③周
（社内研修）
奥間美奈子

・認知症の中核症状と周辺症状
について

辺症状への理解 90％、出題回答点
（5 問中）80 点でした。また、勉
強会への感想「改めて良い勉強会
だと思います。何度も聞いて、何
度も思い出す事によって自分自
身、初心に戻れます」と感想があ
りました。
パーソナルソング『1000 ドルの薬
より「1 曲」の音楽を』の上映を鑑
賞し認知症を患いふさぎ込んでい
た方に若かりし思い出の曲を聞い
ていただく事で音楽と共に記憶を
思い出しふさぎ込んでいた方も気
分が良くなる事を知ることで、ふく
ぎの里のご利用者と照らし合わせ
音楽を提供した際のご利用者の言
葉から「記憶を思い出している鍵と

10
月

照屋久枝

沖縄県グル-プホーム大会

なっている事」が実感できており、
パーソナルソングは過去の思い出
を回想し緊張した気持ちを和やら
ける効果がある事を知る事ができ
ています。また、3 事例の報告から
ドッグセラピーを開催し癒しの提
供や役割の提供、音楽療法を取り入
れ口腔体操を実践しサービスにつ
なげている事業所がある事を知る
ことができています。研修に参加し
ふくぎの里でもご利用者の皆さん
と楽しく歌い・踊る時間を取り入れ

受講者

研修内容

照屋久枝

沖縄県グル-プホーム大会

成果
ていくようにしたいという意識が
高まっています。
職員共にパーソナルソング上映の
鑑賞と音楽がもたらす認知症の
方々への影響また音楽が人に与え
る影響（楽しさ、嬉しさ、明るさ、

10
月

気分の高揚等）を共感しご利用者へ

名呉輝子

沖縄県グル-プホーム大会

反映できるよう職員へ助言。取り組
み手段を助言することができる機
会を得る事ができています。
また、
県内事業所の 3 事例報告から、
自事業所での取り組みする姿勢（思
いが）が大切である事を指導するこ
とができています。

・9 月 10 日から参考資料を選択し
職員向け勉強会資料作成に取りか
かり、
「認知症の介護援助と医療的
ケア」と題して、認知症病態別薬
（社内研修）
伊波寿

・認知症の理解として、介護援
助と医療的ケアについて

物療法や認知症非薬物療法（回想
法、音楽療法、学習療法、化粧療
法等の効果）をまとめ、パワーポ
イント資料を作成することができ
ました。また、ふくぎの里ご利用
者を対象としたスライドも含めて
作成し勉強会を実施。職員育成に
つなぐことができました。

10

・ 10 月 16 日、勉強会開催後の理

月

解度アンケートによりアルツハイ
マー型認知症の治療の理解度
75％、血管性の治療の理解度 75％
脳血管障害の治療薬についての理
（社内研修）
池原真弓

解度 50％、認知症の非薬物療法に

・認知症の理解として、介護援 ついての理解度 75％の理解する
助と医療的ケアについて

事が出来ました。出題回答点（5
問中）60 点でした。感想では「薬
と症状の関係が良く分かりまし
た。もっとゆっくり勉強したかっ
たです。
」とのコメントがありまし
た。

受講者

研修内容

成果
・ 10 月 16 日勉強会後の理解度ア
ンケートによりアルツハイマー型
認知症の治療の理解度 75％、血管
性の治療の理解度 75％、脳血管障

（社内研修）
比嘉幸代

・認知症の理解として、介護援
助と医療的ケアについて

害の治療薬についての理解度
75％、認知症の非薬物療法につい
て理解度 90％の理解する事が出
来ました。出題回答点（5 問中）
60 点でした。感想では「認知症状
に対しての薬物療法の種類を知る
ことができました。」とのコメント
がありました。
勉強会後の理解度アンケートによ
りアルツハイマー型認知症の治療
の理解度 75％、血管性の治療の理
解度 90％、脳血管障害の治療薬に

（社内研修）
仲宗根勝美

・認知症の理解として、介護援 薬物療法について理解度 90％の
助と医療的ケアについて

10

ついての理解度 50％、認知症の非
理解する事が出来ました。出題回
答点（5 問中）60 点でした。

月

感想では「良くまとめられていて
分かりやすかったです。
」とのコメ
ントがありました。
勉強会後の理解度アンケートは
・認知症の治療法と援助法につい
ての理解度
（社内研修）
照屋久枝

・認知症の理解として、介護援
助と医療的ケアについて

90％、
・脳血管性治療

について理解度 100％、脳血管障
害の治療薬についての理解度
90％、認知症の非薬物療法につい
ての理解度 100％、出題問題 5 問
中 80 点でした。感想として、
薬の作用や副作用も知ることが出
来、いい勉強になりました。
勉強会後の理解度アンケート結果

（社内研修）
徳里千加子

・認知症の理解として、介護援
助と医療的ケアについて

アルツハイマー認知症の治療につ
いての理解度 50%、脳血管性認知
症の治療についての理解度 50%、
脳血管障害の治療薬についての理
解度 50%、認知症の非薬物療法に

受講者

研修内容

成果
ついての理解度 50%、出題回答点
（5 問中）正解なし。勉強会への
感想は、
「薬の事、病気の事、分か

（社内研修）
徳里千加子

・認知症の理解として、介護援
助と医療的ケアについて

りやすくまとめてくれていまし
た」「日々利者の支援をする中で、
まだまだ把握しきれていない事も
あり、自分自身の勉強不足を感じ
ました。これからも繰り返し学ぶ
事で支援の向上に繋げたい」と感
想がありました。

10

10 月 16 日、勉強会後の理解度ア

月

ンケートによりアルツハイマー型
認知症の治療の理解度 75％、血管
性の治療の理解度 50％、脳血管障
（社内研修）
奥間美奈子

・認知症の理解として、介護援
助と医療的ケアについて

害の治療薬についての理解度
50％、認知症の非薬物療法につい
て理解度 50％、の理解する事が出
来ました。出題回答点（5 問中）
60 点でした。感想では「一度勉強
したはずなのに覚えていない事が
多く、反省です。
」とのコメントが
ありました。
・医療的基礎知識として、ご利用
者の既往に合わせて、糖尿病、高
血圧、慢性心不全、変形性膝関節
症、大腸がん、未破裂性脳動脈瘤
等の病態や要因、症状について資

11
月

伊波寿

（社内研修）
・医療的基礎知識について

料を作成し職員へ勉強会を実施す
ることができました。疾患は、ふ
くぎの里ご利用者を対象としてま
とめられていた事からサービス提
供に注意する事や観察視点につい
て指導することができました。勉
強会を活かし職員育成につなぐこ
とができています。
・医療的基礎知識として、ご利用

11
月

池原真弓

（社内研修）

者の既往に合わせて、関節リウマ

・医療的基礎知識について

チ、前頭葉脳梗塞、慢性硬膜下血
種等の病態や要因、症状について

受講者

研修内容

成果
資料を作成し職員へ勉強会を実施
することができました。疾患は、

池原真弓

（社内研修）

ふくぎの里ご利用者を対象として

・医療的基礎知識について

まとめられていた事からサービス
提供に注意する事や観察視点につ
いて指導することができました。
・医療的基礎知識として、ご利用
者の既往に合わせて、高コレステ
ロール血症、脂質代謝異常、便秘
症、心筋梗塞、腰椎圧迫骨折、骨
粗鬆症、大腿骨頸部骨折、坐骨・

比嘉幸代

（社内研修）

恥骨骨折、逆流性食道炎等の病態

・医療的基礎知識について

や要因、症状について資料を作成
し職員へ勉強会を実施することが
できました。勉強会を開催するに
当たり資料作成ができ、勉強会に
おいても担当者としての指導力を
高めることができています。
勉強会後の理解度アンケート結果

11

は、高血圧について 75％、大腸癌

月

について 50％、慢性心不全につい
仲宗根勝美

（社内研修）
・医療的基礎知識について

て 75％、糖尿病について 75％恥
骨・坐骨骨折について 75％。勉強
会後の問題では、5 問中全問正解
でした。感想では「範囲が広く難
しかった」との感想が聞かれまし
た。
勉強会後の理解度アンケートは、
高血圧症についての理解度
100％、大腸がんについての理解度
90％、慢性心不全についての理解
度 90％、糖尿病についての理解度

照屋久枝

（社内研修）

90％、恥骨・座骨骨折についての

・医療的基礎知識について

理解度 90％、出題問題 5 問中
100 点でした。感想：各ご利用者
の病歴や既往歴について、知るこ
とが出来、対処方法について再認
識できました。今後気をつけてい
こうと思います。

受講者

研修内容

成果
・11 月 20 日、勉強会後の理解度
アンケート、高血圧症についての
理解度 50%、大腸癌についての理
解度 50%、慢性心不全についての

徳里千加子

（社内研修）
・医療的基礎知識について

理解度 50%、糖尿病についての理
解度 50%、恥骨・坐骨骨折につい
ての理解度 50%、出題回答点（5
問中）3 問正解でした。感想は、
「多
忙の中よく勉強されています、私
も頑張ります」との感想がありま
した。
勉強会後のアンケート結果
高血圧について 100％、大腸癌に

奥間美奈子

（社内研修）
・医療的基礎知識について

ついて 50％、慢性心不全について
75％、糖尿病について 75％、恥
骨・坐骨骨折について 75％。勉強
会後の問題では 5 問中 5 問正解の
結果がでました。
今回の研修参加により、高齢者介護

11

における看取りにとどまらず、末期

月

がん患者を主体とする「緩和ケア」
についても講話から学ぶ事ができ
ており、高齢者終末期援助との違う

伊波寿

高齢者の看取りについて

視点からも知識を深めることがで
きています。現在、ふくぎの里の終
末期ケア対象ご利用者やご家族の
援助につなぐことができる事を他
職員へ伝達し知識を共有できるこ
とが復命から伺えました。

11 月 9 日基調講演として鈴木真一
氏の「今後の高齢者施設に求めら
れる事業と経営の在り方、その実
現のために『人』に関する事」に
奥間美奈子

沖縄県老人福祉職員研究大会

ついて学びましたが、自身の感想
として、入職 1 年弱の自分には少
し難しい講演でしたと率直な感想
と、職員 1 人々が働きやすくする
には、課題と向き合い環境づくり
を考えながら仕事をしていく必要

受講者

研修内容

成果
があると感じましたと感想があり
ました。また、
「地域連携・貢献と
公益的な取り組み」と題した他施
設の事例報告を知る機会となり、
研究大会参加による刺激を受け、

11
月

奥間美奈子

沖縄県老人福祉職員研究大会

自身の感想を「私はまず、ご利用
者さまの声を一つずつ傾聴できる
介護職員を目指します。職場での
スキルアップも勿論、私に何がで
きるか、を考えて成長したいで
す。」とあり研修参加後の成長を認
めました。

2月

奥間美奈子
名呉輝子

権利擁護・虐待防止について

新型コロナウィルス感染拡大予防
の為、研修中止となりました。
グループホームサービス提供規
程、第 2 章必要な力量の為の教育
訓練としまして、各職員の経験や
有資格、力量に沿った教育訓練計
画を作成。OJT 指導を実践し、力
量の向上につなげることができて
います。今後も教育訓練の有効性

伊波寿

を評価し、職員一人一人の力量に

池原真弓

合わせ、教育訓練を実践してまい

比嘉幸代
通年

仲宗根勝美

契約プロセス計画プロセス

徳里千加子

サービス提供プロセス

奥間美奈子
照屋まゆみ

ります。
6 月に感染対策マニュアルやイン
フルエンザと結核についての勉強
会。7 月に終末期マニュアルを活
用した終末期ケアについての勉強
会、10 月に身体拘束廃止について
の勉強会、12 月に田中とも江先生
の高齢者虐待防止 DVD 活用の勉強
会、2 月に食事形態とむせ・嚥下
について等を実施することができ
ました。

６．防災管理
昼夜を通して様々な発生時間を想定し具体的な対策を決め、日頃より防災の意識を持ち、
ご利用者の安全と安心を守っていけるよう、年 2 回（昼間・夜間想定）の防災訓練を実施す
ることができました。訓練実施後、ニライ消防隊長から指導・講評を予定しておりましたが、
緊急出動と新型コロナウィルス感染拡大予防により立ち合いをしていただくことはできま
せんでした。また、昼間火災想定訓練時は悪天候により避難誘導場所を変更し実施、消火器
を用いた消火訓練は実施することはできませんでした。夜間火災想定訓練の際においては、
ニライ消防隊員の立ち合いがなくとも計画通り訓練を実施することができました。
〈訓練実施後の講評〉
・職員は、危機感を持って訓練に当たっており良かったと思います。緊張していた事もあり
もうし少し落ち着いて対応できれば一層良かったと感じました。
・火災発生場所を発見する際も真剣に取り組んでいましたが、確認できていない部屋があり
ました。次回訓練時には忘れないようにしてください。
・避難誘導時に、ゆっくり歩行される方々を逸早く誘導するには車椅子を活用することを忘
れず、車椅子の保管場所も日頃から把握しておく必要があると感じました。
・ご利用者の怪我もなく安全に訓練できていました。訓練を積み重ねることで落ち着いた対
応に繋がると感じています。
・緊迫感がある訓練でしたが、1 階職員への応援依頼が遅れ、ご利用者や周りの方々へ火災
を知らせることができていなかったのが残念です。
・訓練ではマニュアルがあり、
「誰が何をする」と明記されていますが、実際は何が優先か
分からなくなる事もあるので、日頃から確認が必要だと思います。
夜間防災訓練（写真）
平成 31 年 9 月 20 日 昼間防災訓練

令和 2 年 2 月 17 日 夜間想定防災訓練

７．行事
外出や、行事を開催しご利用者に日頃の生活とは違う雰囲気を感じていただく事や季節を
感じていただく事ができるよう計画。また、ご家族に参加していただくことで、ご利用者・
ご家族、職員の交流が図れるよう計画、実施しました。
月

行事

参加

成果
4 月 14 日 ホットケーキ作り

昼食リクエストメニュー：タコライス
おやつ会の材料を購入しに、ご利用者の出身地のスーパーへ買
い物に出かけ、当日はご利用者の皆さんからのリクエストメニ
ューのタコライスをご利用者と共に調理し頂きました。おやつ

おやつ会

8名

のホットドックも美味しく頂きました。

4 月 13 日 今年度は、読谷村役場 健康福祉部 健康推進課
の職員（保健師・栄養士）をお招きし健康講座を頂戴しました。
パーティーでは、例年より多くのご家族の参加があり、用意し
たお食事を頂きながら、久しぶりにお顔を合わせるご家族の
方々もお話がはずみました。管理者からは平成 31 年度の事業計

4 月 ホームパーテ
ィー

23

画についてご説明をいたしました。

名

4 月 19 日 4 月は、「高さのある華やかさ」をテーマに「季節
のお花」とし、グラジオラスを活かしながらアルストロメリア、
トルコキキョウ、ガーベラ、スプレーカーネーションを活けま
した。

花飾り

9名

月

行事

参加

成果
5 月 17 日 5 月は、「梅雨」をテーマにかすみ草、ガーベラ、
バラ、スプレーカーネーションを活けました。明るいピンクの
ガーベラやバラのお花が活けられ梅雨を忘れさせてくれました

5月

花飾り

9名

5 月 31 日
サツマイモヨーグルトケーキを作りました。おやつ会の材料
購入に外出支援を実施。地域交流と気分転換を図りました。ま
た、おやつ会の昼食はご利用者のリクエストメニューの煮卵と
豚の角煮を提供。満足していただけた事や、昼食作り、おやつ
作りをご利用者と共に実施し楽しんでいただくことができまし

5月

おやつ会

9名

た。

6 月 15 日 85 歳誕生会
職員手作りのベリーをたっぷりデコレーションしたチョコケ
ーキにキャンドルを立て、皆さんから歌のプレゼントをいただ
きながら、火を吹き消していただきました。ご本人から「皆さ
んに、この様にお祝いして貰い、若返ります。」とお言葉をいた

Ｋ・Ⅰさん
誕生会

9名

だきました。

6月

6 月 18 日 恩納博物館・浜の家

外出支援

9名

博物館見学をする前に昼食を博物館近くにある海産物屋さん
で食事をいただきました。外出する前にご利用者より、食した
いメニューを選んでいただき、事前注文をしていた事からも

月

行事

参加

成果
「うなぎ定食や、さしみ定食、海鮮丼セット、天ぷら定食」等
を大変満足していただいておりました。中には、ご自身で「伊
勢海老のウニ焼き」を特別注文し食される方もいらっしゃり、
「何十年ぶりかに外食で伊勢海老を食べました。車椅子の生活
となり、もう食べることはできないと思っていたのに。食べる
ことができて、嬉しいです。美味しかった。
」と言葉もありまし
た。また、博物館では、様々な展示品を見て「懐かしいね」
「こ

外出支援

9名

れはこう使うんだよ」と職員に説明したり、
「昔はこんなの使っ
ていたんだよ。今もある？」等と会話を弾ませながら楽しまれ
ていました。

6 月 20 日 81 歳誕生会
誕生会が始まる前までのご本人は、周辺症状が強く険しい表
情をせれていましたが、会が始まると表情が和らぎ「今日は、

6月

みなさんお集まりいただきありがとうございます。これからも、
みんなで頑張っていきましょうね」と挨拶をされてり、ご利用
者・職員から祝いの言葉をいただくと涙ぐまれ「本当にありが

Ｙ・Ｍさん
誕生会

9名

とうね、良い誕生日を迎える事ができました。」との言葉をいた
だきました。とても、印象的でした。

6 月 21 日
講師の M さんから、「6 月は父の日です。ご自分へのプレゼント
をイメージして花束を活けましょう」とテーマを頂き、カーネ

花飾り

9名

ーション、デンファレ、かすみ草、スプレーバラ、ツワブキの
お花を花束にしました。活け方として、ツワブキを中心に活け、
お花で中心を囲み、高さを調整しバランスを取る工夫をしなが
ら活けていました。

月

行事

参加

成果
6 月 28 日
ポンデリング作り

昼食リクエストメニュー：シーフードドリア
ポンデリングの材料に白玉粉、絹ごし豆腐を捏ねて、握って、

丸めて作りました。ご利用者から「豆腐を入れて何ができる
の？」
「聞いたことがない！」「白玉粉が固いね」等と初めて
作るポンデリングづくりの工程に不満なお言葉があり職員を
苦戦させながらも、丸まったリングを揚げ、チョコでトッピ
6月

おやつ会

9名

ングをすると「あら！美味しそう。
」の声が聞かれ、食した後に
は、
「おいしいね～満足！」と、職員も一安心でした。
お昼のドリアは熱々チーズたっぷりに満足でした。

7 月 12 日 おやつ会 紅芋スイーツポテト作り

昼食リクエストメニュー：いなむるち汁・ジューシー
おやつ会の材料を購入しに、ご利用者の出身地の伊良皆丸大
スーパーへ買い物に出かけました。お買い物中に陳列された商

おやつ会

9名

品を見て「美味しそうなマンゴーだな～」「良く来たけどね～」
と言葉がありました。おやつ会当日は、ご利用者の皆さんから
のリクエストメニューでいなむるち汁とジューシー、モズク酢
をご利用者と共に調理し頂きました。「紅芋は甘くて美味しい」
「ポルシェにも負けない美味しさだね」の感想を頂きました。
7 月 19 日 花飾り

7月

夏のお花、ひまわりを中心に鶏頭のお花を活けて頂きました。
ご利用者が、ひまわりを見ての感想、「ひまわりが、わんから、
わんから、と言うように咲いているがこれも良し」との言葉が
ありました。

花飾り

9名

月

行事

参加

成果
7 月 20 日 バーベキュー
当初はご家族をお招きし、ご利用者、ご家族、職員で中庭を
活用し実施する予定でしたが、台風 5 号の影響にて風と雨が強
く、ご利用者と職員で室内にてホットプレートを活用し実施し
ました。牛肉、豚肉、鳥肉を合わせて 6kg のお肉をたいらげて
しまいました。恒例“高齢”？のスイカ割りもたいへん盛り上

7 月 バーベキュー

9名

がり“満足”のお声があがりました。

8 月 16 日 花飾り
トルコキキョウや真っ赤なガーベラ、リンドウ等赤系やピン
ク系のお花飾りでオアシスの隙間をなくすように活けました。
活けた後にお花を眺めながら「私は赤いお花が好き」「若返っ
た」の声がありました。男性ご利用者も頑張って活けました。

花飾り

9名

8 月 23 日 おやつ会（チョコパイとクロワッサン作り）

昼食リクエストメニュー：チーズタッカルビ
8月

市販のパイシートを活用しチョコパイとクロワッサンをつく
りました。普段おやつにチョコレートはあまり頂く事が無い為
大変喜んでいただけました。ご利用者から「作る工程全部が楽
しかったです」
「皆さんで作った雰囲気も良く楽しかったです」
とお言葉をいただけました。また、リクエストメニューの鶏肉

おやつ会

8名

のチーズタッカルビも沢山美味しくいただけました。

月

行事

参加

成果
8 月 25 日 エイサー見学
ふれあいの里事業所と合同での見学となり、出身地がご一緒
のご利用者同士が久しぶりに顔を合わせ、会話を弾ませていま
した。演武が始まると自然と手を叩きリズムを取る方や席から
立ち上がり踊り出す方、終始涙を浮かべ感動されていらっしゃ
る方々がおりました。施設入所が長く、お盆の外出や外泊がで

8 月 エイサー見学

8名

きない方々でも他ご利用者とご一緒にお盆を感じていただけま
した。

9 月 1 日 ふくぎの里敬老会
ご利用者と職員にて敬老会で使用する小物の準備や日頃の余
暇活動の時間を活かし 6 月から準備、余興の唄の練習等取り組
みました。会当日には、ご家族、ご利用者、来賓の方々、ボラ
ンティア、職員含め 48 名が参加し開催することができました。
会へのご家族参加人数も年々増え会の成功を感じることができ
ています。また、敬老会に向けてほぼ毎日、職員とご利用者が
一緒に余興の練習に取り組み、ご利用者、職員ができる事を活
かし、楽しく穏やかな日々を過ごせた事を感じることができま
した。また、敬老会当日は、マイケル中本さんのお笑いショー
歌・漫談・三線等においても終始笑顔のご利用者・ご家族でし

9月

敬老会

48
名

た。来賓や余興出演者の方々の協力もいただき終わることがで
きました。

月

行事

参加

成果
9 月 14 日
今回は、ワックスフラワー、われもこうのお花で初めて見る
お花を活けました。秋らしく薄むらさきに白色が入った小花の
ワックスフラワーに深いむらさきの小実のようなわれもこうの
お花、薄いオレンジのカーネーションとデンフアーレが秋らし
さを感じ、ゆっくりとした雰囲気が味わえる花飾りでした。ご

9月

花飾り

9名

利用者からは「今回は、一番難しかった。でもとても綺麗です」
と言葉がいただけました。

9 月 20 日 80 歳誕生会
職員比嘉の手作り 3 色ケーキにて皆さんと祝いました。
ご本人は終始感動し涙ぐまれ喜んでいらっしゃり、「ケーキは
もったいなくて食べれないさ～」とケーキをしばらく眺めてい

9月

Ｔ・Ｔさん
誕生会

る光景が印象的でした。

9名

9 月 24 日
おやつ会 流しソーメン

昼食リクエストメニュー：親子丼定食
9 月 22 日おやつ会材料を購入しに、近隣のスーパーへ外出。
お買い物に出かけるのは久しぶりでしたが、店内を歩き材料を
探したり、見守りの中お会計をする等楽しんでいただけました。

9月

おやつ会
流しソーメン

9名

お昼はリクエストメニューの親子丼を頂き、満腹の中、ヒヨコ
流しを合図に流しソーメンがスタート。パイプから流れてくる
ソーメンやぶどう、さくらんぼ、うずらの卵、ミニトマト等、
的を狙いながら箸で掴み頂いておりました。楽しみながら、美
味しく頂き、指先を動かし、水の流れを追う、脳を活性化させ
る、生活リハビリをしながらの流しソーメンでした。1 番のリハ
ビリは笑う事でした。

月

行事

参加

成果
10 月 11 日
おやつ会 ハロウィンどら焼き

昼食リクエストメニュー：豚丼定食
ご利用者の出身地にあるスーパーへ材料購入の為外出。ご利
用者から「家にいる頃は、歩いて良く買い物に来たよ。久しぶ
りに来た。懐かしいね」との言葉がありました。帰る際に自宅
前を車で通ると「ここは、私の家。でも家では一人だからみん
なと一緒にいる方がいい」と嬉しい言葉がありました。おやつ
会当日の昼食はリクエストメニューの豚丼を頂き、満足。おや

おやつ会

9名

つ会では、ホットプレートを活用しご利用者が生地を焼き、餡
やクリームチーズ、ツナ等を挟みチョコレートペンで生地に顔
を書いたどら焼きが完成。各々が書いた笑顔を食しながら楽し
みました。

10
月

10 月 18 日 花飾り
パステルアスター、オレンジスプレーマム、スプレーカーネ
ーション、トルコキキョウを活けました。ご利用者はいつもな
がら真剣に活けられ、「今月のお花は難しいな～」の声や「大
丈夫！！」との言葉を交わしながら活けておりました。完成し
たお花に満足し、おやつをいただきながら観賞。ゆったりとし

花飾り

9名

た時間を過ごす事ができました。

10 月 20 日 100 歳誕生会

Ｈ・Ｇさん
誕生会

職員手づくりティラミス。柔らかく 100 歳のＨさんも満足し

9名

ていただけました。ご家族のＫさんＴさんも、Ｈ・Ｔさんのお
孫さんによる手作りケーキを持参し面会があり、小規模でも皆
さんで誕生日を祝いました。

月

行事

参加

成果

Ｈ・Ｇさん
誕生会

10 月 27 日 読谷まつり見学
ご利用者 2 名と職員にて読谷まつり見学に出かけました。ご

10

利用者から「10 年前に来て以来。本当に久しぶりに見学するこ

月

とができました。進貢船は 10 年前と比べとても大きくなってい
ますね。車椅子を使っていても見学に行けるとは思わなかった。

読谷
まつり見学

4名

とても嬉しく、楽しかったです。」と言葉をいただきました。

１１月１５日 花飾り
お花の購入時に「可愛い花が沢山入り、お花が楽しめる時期
になっています」と受け、薄ピンクのカーネーションや淡いオ
レンジ色のスプレーバラ、ガーベラ、薄紫のストックと共に講
師のＫ・Ⅿさんが持参した小さな木の実がついた枝を「秋の花」

花飾り

9名

をテーマに活けました。ゆったりと花鉢を眺め、回転させなが
ら低くバランスをとりながら楽しまれていました。ご利用者か
ら「いつもより最高に上等」「あまり見た事のない花が可愛い」
「賑やかなお花が多くてとてもいい」「今日は、まあまあの出
来、早くしないといけないと思ったら慌ててしまった」等の各々

11

感想がありました。

月

１１月２２日 おやつ会 ラングドゥシャ

昼食リクエストメニュー 沖縄そば、ジューシー
おやつ名は、「ラングドゥシャ」と聞きなれない言葉で、ご
利用者の皆様は戸惑いがあり作っている工程も「こんなのやっ

おやつ会

9名

た事ない」「いったい何ができるの」と終始質問があり会話が
弾みました。工程では、慣れない作業をあえてやっていただき
たく、色々な作業をして頂きました。出来上がったおやつを食
し「美味しい」「もっと食べたい」「良かった」「作るのは忙
しかった」「作った事がなく勉強になりました」と沢山の言葉
をいただきました。得意分野と不得意な分野の作業を職員と共

月

行事

参加

成果
にカバーし合いながら、いつものおやつ会とは違う雰囲気の中
とても充実した時間を過ごすことができました。お昼は、リク
エストメニューのソーキそばとジューシー、2 ㎝の厚みのある三
枚肉の煮つけを久しぶりに頂き、大満足でした。

おやつ会

9名

11 月 29 日 ホテルランチバイキング（ザ・ビーチタワー沖縄）
久しぶりに外食へ出かけました。目的地のホテルへ着くと、
中はもうクリスマスの飾り付けがされており、赤や金色等の色

11

に囲まれ、ご利用者から「綺麗ね！来て良かった」と大きなシ

月

ーサーと赤いお花に囲まれ写真を撮り笑みでいっぱいでした。
お食事は、各々お好きな食べ物を選んで頂き、目移りしながら
も「完食」
、ゆっくりと 16 品を頂く方や、
「今年は最後の外食で

ドライブ
外食

すよ」の声掛けに「じゃ～もう 1 個食べてから帰る」と合計 8

6名

個のパンを頂く方もいらっしゃいました。最後に、デザートと
コーヒーをいただき、
「来年も元気だったら一緒に連れて行って
くださいね」の声をいただきました。

12 月 10 日 93 歳誕生会
ふくぎの里に入居されて 4 回目の誕生日を迎えられ、93 歳と
なられました。いつも丁寧なお言葉使いで職員の手本です。入
居されてから入院もすることなく、とてもお元気です。ふくぎ
の里では、2 番目にご長寿な方でもいらっしゃいます。職員の手

12

Ｔ・Ｔさん

月

誕生会

作りケーキは、ピンクが大好きな池原真弓が作りました。

9名

月

行事

参加

成果
12 月 20 日 花飾り
今年も、クリスマスをイメージして赤いお花を飾りました。
キラキラと光る枝は今回が初めてで、やや苦戦気味でしたが、
出来上がりは抜群で光る枝が綺麗にマッチしていました。
また、例年通り講師のＫ・Ｍさんが「つる」で作ったリースの

12
月

持参があり、利用者が作った厚紙リースを飾り着けました。

花飾り

9名

リースはお部屋の入口に飾りクリスマスを迎えました。

12 月 21 日 年末大掃除・忘年会
ご家族・ご利用者・職員と一緒に年末の大掃除をしました。
ご家族には毎年、年末のお忙しい中ご協力をいただいておりま
す。ご家族 8 人が参加され、各々のお部屋を綺麗にしていただ
きました。日頃、職員だけでは手が行き届きにくい部分を綺麗
に拭き掃除や、衣類の選択をしておりました。感謝しておりま
す。今年も良い年が迎えられます。とのお礼を兼ね、大掃除後

年末大掃除

17

は、お昼を挟み忘年会・親睦会を開催。職員手作りの中身そば、

忘年会

名

いなり寿司、チキン等を頂きテーブルを囲み、交流を図りなが
ら過ごすことができました。

12
月

12 月 27 日 おやつ会 リースパイ作り

昼食リクエストメニュー パエリア
クリスマスにちなんでリースパイ作りをしました。近所のス
ーパーへお正月の飾りを買いながら、おやつ会の材料を買い出
しに出かけました。年末の為お店は大賑わいで、ご利用者は緊

おやつ会

8名

張した部分もありましたが、支払いもきちんとこなしておりま
した。お昼はホットプレートでパエリアを作り、みんなで囲み
ながら皆さんでいただきました。嬉しい事に、「美味しかった
です」の言葉が多く聞けました。おやつ作りはパイ生地のネジ
ネジがうまくできず苦戦している様子でしたが完食です。

月

行事

参加

おやつ会

8名

成果

12 月 29 日 90 歳お誕生会
今年でふくぎの里に入居されて 2 回目のお誕生会です。ご本
人から、今日でふくぎの里に来て 1 年と 4 か月と 1 日になりま

12

す。「元気に生活できてとても嬉しく思います」「職員も良く

月

していただき大変感謝しています。」「ふくぎの里に来て良か

Ｈ・Ｔさん
誕生会

ったと思っています」と感謝の言葉を多くいただく事ができま

8名

した。

1 月 6 日 お屠蘇会
まずは福笑いでご利用者の皆さんから沢山の笑顔を頂き、会
をスタートすることができました。お屠蘇を頂きながら、今年
の抱負も沢山いただく事ができました。また、今年の干支（子）
を色紙に書初めし、今年 1 年間お部屋に飾り眺めていただきま
す。「今年も良い年でありますように！ガンバロー！」で一段

お屠蘇会

8名

と気が締まりました。

1月

1 月 10 日 おやつ会 ムーチー作り

昼食リクエストメニュー おでん定食
旧暦の 12 月 8 日ムーチーの日より 1 週間程遅れましたが、今

おやつ会

8名

年もカーサムーチーを作りました。今年は、生の紅いもとサツ
マイモを蒸してから作りました。ご利用者の協力をいただき一
緒に捏ねていただきましたが、なかなか捏ねが進まず、「昔は
芋も高価で買えませんでしたよ！」とご不満げな言葉がありま
したが、餅をカーサに乗せ包む作業は手早く進み無事終了。

月

行事

参加

成果
沢山のお餅を作りました。出来たムーチーをご利用者の人数分
壁に吊るし健康を祈願。数日間はムーチーを見ては繰り返しム
ーチーのお話をしたり、こっそり手を伸ばし頂く方もおりまし
た。
リクエストメニューのおでん定食は取れたて新ジャガ・ティビ

おやつ会

8名

チ入り熱々おでんをいただき暖まりました。

1 月 17 日 花飾り
今月は、黄色と赤いバラが入ったお花畑のような花飾りでし
た。お花飾りは、毎月楽しみに待たれていらっしゃるご利用者
がおり、朝から「今日は花飾りでしょう」と確認する方もいら
っしゃいます。また、活けたお花の完成度に満足し、「今日は

花飾り

8名

難しかったです」と評価なさる方も満足されておりました。

1月

1 月 23 日 普天間神宮・外食
宜野湾コンベンションシティ（餃子の王将）2 か月ぶりに皆さ
ん揃って外出です。ご利用者の皆さんは、外出前のお化粧も念
入りでした。また、お天気にも恵まれたことから、車内も明る
く“歌”もはずんで楽しまれていました。餃子の王将にて、お
昼タイムです。事前にメニューから選択していただき、餃子や
天津飯、ラーメン等を頂いておりました。普天間神宮に到着し

初詣
外食

8名

て、参拝では 1 年の健康を願う方々、住所から伝え参拝され
る方、転ばないようにと願う方々でした。最後に、ふくぎの里
のご利用者が今年一年健康でありますように！また来年も来ま
すね～！と報告しながら記念写真を撮りました。

月

行事

参加

1月

初詣

8名

成果

2 月 7 日 おやつ会 フレンチトーストづくり
昼食リクエストメニュー ティビチ汁
材料購入を目的にサンエー大湾シティーへ買い出しに出かけ
ました。沢山の商品にご利用者から「お金がいくらあっても足
りないね！」のお言葉がありました。大きな食パンを注文。当
日、皆さん思い思いにカットしていました。焼いてフレンチト
ーストにしたパンへいちご、ぶどう、パイナップル、ぶどう、

2月

おやつ会

8名

バナナと生クリームをトッピング。フルーツをカットしながら
「美味しそうだね！！」の声や難しいホイップ作りにも挑戦し
ていただきました。

2 月 11 日 68 歳お誕生会
入所され、4 回目のお誕生会を開催。普段無口な方だけに、ご
利用者や職員から誕生日祝いの言葉をいただくと、とても照
れくさそうに笑みを浮かべていました。皆さんへの感謝の言葉
は、言葉少なくではありましたが、
「ありがとう」と述べており

2月

Ｈ・Ｔさん
誕生会

8名

ました。職員仲宗根が作ったレアチーズケーキを美味しく頂き
ながら祝いました。

月

行事

参加

成果
2 月 14 日 花飾り
春の予感！卒業シーズンは毎年スイートピーのお花が届きま

花飾り

9名

す。届いたスイートピーをマイク替わりに持ち、思わず「赤い
スイートピー」を歌い出す職員がおり、ご利用者、他職員・先
生から拍手をもらい和やかな雰囲気で始まりました。ピンクの
ガーベラも素敵で、お花を活けて満足！満足！でした。
2 月 20 日 桜花見八重岳→イチゴ狩りへ変更 新型コロナウィ
ルス感染予防の為中止。
今年は、温かい日が続き、桜の開花が早く花見は断念。ご利
用者が大好きなイチゴ狩りに予定を変更しましたが、新型コロ
ナウィルス感染予防の為急遽中止。その代わりといっては何で
すが「お弁当を沢山つくり、2 階中庭で昼食を頂きました」
ご利用者と共に、重箱やオードブル器にコロッケ、ハンバーグ、
玉子焼き、ウインナー天ぷら、野菜炒めを盛りつけ、コロッケ
は何個入りましたか？合計何個でしょうか？と足し算をしたり
「ハンバーグのスペースを確保してくださいね～～」と盛り付

2月

けの工夫を考えながら準備しました。できたお弁当を中庭で囲
み、日差しを浴びながら頂き、ご利用者から「気分を変えて美

花見
外出支援

8名

味しねー！」の声をいただきました。また、ご近所で桜のお花
が咲いており、お散歩を兼ね桜見としました。

3 月 10 日 Ｓ・Ｕさん 89 歳 Ｓ・Ｕさん 85 歳
3 月 10 日Ｓ・Ｕさん 89 歳の誕生日と 3 月 11 日、Ｓ・Ｕさん
85 歳の誕生日を合同で祝いました。男性の方は、白いケーキの

3月

誕生会

8名

リクエスト、女性の方は、チョコケーキのリクエストがあり、
職員仲宗根が頑張って 2 人分のケーキを手作りしました。プレ
ゼントされた可愛いケーキにご利用者・職員共にビックリ！ひ
よことクマさんの飾り付けがとても可愛く、愛らしいケーキに

月

行事

参加

成果
皆さん沢山の笑顔。いちごも男性の方のリクエストで満足され
ていました。ご利用者の声を引き出すことが上手な職員です。

誕生会

8名

3 月 16 日 遠足 美ら海水族館→セーラの森公園

3月

新型コロナウィルス感染予防の為、急遽予定変更、セーラの
森公園へお弁当を持って出かけました。お天気にも恵まれ、朝
から張り切ってお弁当作り。ご利用者から「どこに行くの？」
こんなにいっぱい弁当作って「シーミーね～？」の声が聞かれ
ました。コロッケ・ハンバーグ・ソーセージ・卵・野菜をご利
用者と一緒に詰めながらの弁当作り楽しかったです。セーラの

遠足

8名

森公園到着後、直ぐにお弁当を広げ頂くと、少し強い風にもお
弁当は負けました。遊びに来ていた子供達とも仲良く過ごせま
した。

3 月 20 日 花飾り
チユーリップ、ベラドンナマリンブルー、スプレーカーネー
ション、フリージアを活けました。鮮やかな黄色やブルーのお
花を見つめて、ご利用者から「綺麗だね～私はお花が大好きで

3月

花飾り

8名

す！」の言葉が聞けました。男性ご利用者の方は入居後初参加
でしたが、戸惑いながらも活けていらっしゃいました。活けた
後の感想はみなさん「100 点満点」の評価で「満足！満足！」終
わりに、集合写真を写し記念としました。

月

行事

参加

成果
3 月 25 日 ピザ作り

昼食リクエストメニュー ソーキの煮つけ定食
ピザの具材を日頃から職員と共に調理や下ごしらえをなさる
方々の手際は良いものの、ご利用者からは、
「捏ねるのは大変！
力がいるね～」
「何を作るの？」
「なんでこんな事する？」
「ピザ
って何？」と質問をしながらもゆっくり、楽しく作業をしてい
ただきました。リクエストメニューの煮つけは圧力なべで時間

3月

おやつ会

8名

をかけ調理。柔らかいソーキを美味しくいただきました。ピザ
のトッピングも皆さんがお好きな具材を選んで、お 1 人 1 枚ず
つを焼き上げ美味しくいただきました。

8． 資格（単位：人）

令和 2 年 3 月 31 日現在

介護福祉士

介護支援専門員

正・准護師

社会福祉主事

社会福祉士

7

2

1

0

0

9．統計資料（令和 2 年 3 月 31 日）
(1)年齢別（単位：人）
～64 歳

65～69 歳

70～79 歳

80～89 歳

90 歳～

平均年齢

0

0

0

5

4

88.3

入居者

(2)介護度別（単位：人）
要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

1

2

2

4

0

平均要
介護度
3.0

10．入退居・入退院状況（令和 2 年 3 月 31 日）（単位：人）
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

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

退居

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

入院

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

退院

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

合計

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

8

8

11.データ分析
顧客満足アンケート

実施件数 9 件（回答 7 件、未回答 2 件）

上半期

1．職員は、ご家族がホームにお見えになった際のあいさつはできていますか？
1．良くできている。
（3 件）

2．できている。（4 件）

3．あまりできていない。
（0 件）

4．できていない。
（0 件）

2．ホームでの生活は、利用者の健康管理や安全面はできていますか？
1．良くできている。
（3 件）

2．できている。（4 件）

3．あまりできていない。
（0 件）

4．改善が必要。（0 件）

改善が必要と思われることについて記入をお願いします。
回答記入なし
3．職員は、ご本人を尊厳しプライバシーを保った言葉使いができていますか？
1．良くできている。
（3 件）

2．できている。（4 件）

3．あまりできていない。
（0 件）

4．改善が必要。（0 件）

※３．４．に回答した方に伺います。下記に○を付けて下さい。（複数回答可）
・言葉使いが荒い。
（0 件）

・敬い言葉ではない。（0 件）

・声が大きくプライバシーの配慮がない。
（0 件）
・叔母さん言葉が気になる。
（0 件）
4．ホームは、ご家族が気軽に訪ねていける雰囲気ができていますか？
1．良くできている。
（3 件）

2．できている。
（4 件）

3．あまりできていない。
（0 件）

4．改善が必要。
（0 件）

※３．４．に回答した方に伺います。下記に○を付けて下さい。（複数回答可）
・落ち着いて面会できる場所がない。（0 件）

・他利用者の落ち着きがない。
（0 件）

・職員の表情が暗い。
（0 件）

・面会者への配慮が足りない。（0 件）

・職員が慌ただしくしている。
（0 件）

・職員の声掛けが少ない。（0 件）

・ホームの笑い声が少ない。
（0 件）

・職員の接遇が足りない。（0 件）

5．ホーム行事・活動について良くできていると感じていますか？
1．良くできている（3 件）
。

2．できている。（4 件）

3 あまりできていない。
（0 件）

4．改善が必要。（0 件）

※３．４．に回答した方に伺います。下記に○を付けて下さい。（複数回答可）
・屋外活動が少ない（0 件）
・行事・活動回数が少ない。
（0 件）
・家族参加が多い（0 件）
・活動回数が多い（0 件）

・家族参加が少ない。（0 件）

・充実度が低い（0 件）

6．生活環境は清潔に保たれていますか？ご利用者の整容はできていますか？
1．良くできている。
（4 件）

2．できている。
（3 件）

3 あまりできていない。
（0 件）

4．改善が必要。（0 件）

※３．４．に回答した方に伺います。下記に○を付けて下さい。（複数回答可）
・タンスの中が整理整頓できていない。
（0 件） ・ベッドの上や周りが汚れている。
（0 件）
・居室、ホーム全体の清掃ができていない。（0 件）
・布団や寝具等が汚れている。
（0 件）

・食事の食べこぼしが気になる。
（0 件）

・ホームや居室、トイレの臭いが気になる。（0 件）

・玄関や階段の清掃ができていない。（0 件）

・衣類の汚れが気になる。（0 件）

・車イスやポータブルトイレ等福祉用具の清掃ができていない。
（0 件）
・衣類のボタン、裾等のほつれが気になる。（0 件）
・髪が整えられていない。
（ブラッシング・散髪）（0 件）
・ひげ剃りや顔そりができていない。（0 件）
・くつや履物の汚れが気になる。
（0 件）

・爪きりができていない。（0 件）

・お花や植物の水やりができていない（0 件）

・目や口の周りが汚れている。
（0 件）
7．その他ご意見、ご要望があれば、自由に記入をお願します。
・月々行事計画があり良い事です。
・今後ともお願いします。ありがとう。
・いつも御苦労様です。感謝しかないです。
・これからもよろしくお願いします。
・駐車場に駐車した際に浄化槽からの臭い漏れが気になります。

集計結果・分析
アンケート実施結果、6 つの質問に対し、
「良くできている」
「できている」等の高い評
価を回答していただけました。また、日々ご家族が事業所にお見えになった際や行事等の開
催後にも心温まる「声」を頂いているように、アンケート回答にも「月々行事計画があり良
い事です。
」
「今後ともお願いします。ありがとう。」
「いつも御苦労様です。感謝しかないで
す。」「これからもよろしくお願いします。」と嬉しい言葉を頂くことができました。ご家族
の温かいお言葉は職員の励みとし、日々の援助につなげてまいります。
「駐車場に駐車した際に浄化槽からの臭い漏れが気になります。」とのお声について、現
在、浄化槽法定検査を年 1 回受けております。点検結果についての指摘等はなく、浄化槽の
保守点検も外部委託により月に 1 回実施しております。また、平成 31 年 2 月に浄化槽担体
漏れ補修工事を実施しておりますが、臭い漏れへのご意見がある事から、現在のバキューム
年 5 回の不定期実施をバキューム回数増と定期実施の検討とさせていただきます。ご家族や
ご利用者からの貴重なご意見を活かしサービス提供につなげてまいります。
顧客満足アンケート

下半期

実施件数 9 件

（回答者 6 件・未回答 3 件）

1．職員は、ご家族やご本人のその時々の状況や要望に合わせて、柔軟な対応をしています
か？
1．よく対応してくれる。（5 件）

2．まあ対応してくれる。
（1 件）

3．あまり対応してくれない。（0 件）

4．全く対応してくれない。（0 件）

2．職員の、言葉づかいはできていますか？気になる点はありませんか？
1．良くできている。（3 件）

2．できている。（3 件）

3．あまりできていない。（0 件）

4．改善が必要。（0 件）

【自由記入】 気になる点がありましたら、ご記入をお願いします。
記入なし
3．ホームは、ご家族が気軽に訪ねていける雰囲気ができていますか？
1．良くできている。（4 件）

2．できている。
（2 件）

3．あまりできていない。
（0 件）

4．改善が必要。
（0 件）

【自由記入】 気になる点がありましたら、〇をお願いします。複数回答可
・落ち着いて面会できる場所がない。（1 件）・他利用者の落ち着きがない。（1 件）
・職員の表情が暗い。（0 件）

・面会者への配慮が足りない。（0 件）

・職員が慌ただしくしている。（0 件）

・職員の声掛けが少ない。
（0 件）

・ホームの笑い声が少ない。（0 件）

・職員の接遇が足りない。
（0 件）

4．ホーム行事・活動についてどう感じていますか？
1．良くできている。（5 件）

2．できている。（1 件）

3 あまりできていない。
（0 件）

4．改善が必要。（0 件）

【自由記入】 気になる点がありましたら、〇をお願いします。複数回答可
・屋外活動が少ない（0 件）・行事・活動回数が少ない。
（0 件）
・家族参加が多い（0 件）
・活動回数が多い（0 件）

・家族参加が少ない。（0 件）

・充実度が低い（0 件）

・敬老会で活かしてほしいゲスト （氏名： 記入なし
5．生活環境は清潔に保たれていますか？ご利用者の整容はできていますか？
1．良くできている。（3 件）

2．できている。（3 件）

3 あまりできていない。
（0 件） 4．改善が必要。（0 件）
【自由記入】 気になる点がありましたら、〇をお願いします。複数回答可
・タンスの中の整理整頓が気になる。（0 件）
・ベッドの上や周りの汚れが気になる。
（0 件）
・布団や寝具等の汚れが気になる。（0 件）
・寝具のシワが気になる。（0 件）
・食事の食べこぼしが気になる。
（0 件）
・ホームや居室、トイレの臭いが気になる。（0 件）
・玄関や階段の清掃が気になる。
（0 件）
・車イスやポータブルトイレ等福祉用具の清掃が気になる。
・衣類の汚れが気になる。（0 件）
・衣類のボタン、裾等のほつれが気になる。（0 件）
・髪の整えが気になる。
（ブラッシング・散髪）
（0 件）
・ひげ剃りや顔そりが気になる。
（0 件）
・くつや履物の汚れが気になる。
（0 件）
・爪きりが気になる。
（0 件）
・目や口周りの汚れが気になる。
（0 件）
・お花や植物の水やりが気になる。（0 件）
・駐車場の臭いが未だ気になる。
（0 件）

）

6．その他ご意見、ご要望があれば、自由に記入をお願します。
・介護職員の皆さんは大変良くやって下さり感謝しています。
・いつもご苦労様です。これからも宜しくお願いします。
・ただ感謝のみです。御苦労です。
グラフ

1.職員は、ご家族やご本人のその時々の状況や要
望に合わせて、柔軟な対応をしていますか
良く対応してくれる

まあ対応してくれる。

あまり対応してくれない。

全く対応してくれない。

17%

0%

83%

2 .職員の言葉づかいはできていますか？気になる
点はありませんか？
良くできている。

できている。

あまりできていない。
0%

50%

50%

改善が必要。

3．ホームは、ご家族が気軽に訪ねていける雰囲
気ができていますか
良くできている

できている

あまりできていない

改善が必要

0%
33%

67%

5 .生活環境は清潔に保たれていますか？ご利用者
の整容はできていますか？
良くできている

できている

あまりできていない
0%

50%

50%

改善が必要

集計・分析結果
下半期のアンケート調査においても、回答したいただいたご家族のみなさまからは、5 つ
の質問に「良くできている」
「できている」と回答をいただきことができました。アンケー
ト内容からは、ご利用者の整容や生活スタイル（活動・取組）や職員の接遇やご利用者支援
においても「あまりできていない」
「改善が必要」と回答されたご家族はいらっしゃらず、
サービス援助について満足していただけていると感じております。しかし、アンケート実施
件数 9 件中 3 件のご家族には回答していただけていない現状から、回答率 66.6％にとどま
っていることから、顧客満足度が高いと受けとめるには不安が残る結果となっております。
ご家族へ更なる顧客満足調査へのご理解とご協力をいただきながら、調査方法・回数を検討
し取り組む必要があります。
事故・ニアミス（気づき）報告グラフ・データ分析
（平成 31 年 4 月～令和 2 年 3 月 グループホームふくぎの里）

集計結果・分析
令和元年度、事故・ニアミス（気づき）発生合計件数 5 件でした。ご利用者がご自身での
起き上がりトイレ移動時の転倒 1 件、又、周辺症状により落ち着きがなく、居室内での転倒
2 件や屋外での道迷い 1 件、バランスを崩し転倒による骨折 1 件の事象がありました。転倒
おいては、ご自分で歩行なさる方々が排泄意や平衡バランスを崩し不安定な歩行となり転倒
してしまいました。自ら活動をなさるご利用者の行動は、事故の予測ができず未然に防ぐこ
とは困難でした。また、周辺症状が強く屋外へお 1 人で出かけてしまい介護事故となった方
におきましては、ご家族や読谷村役場福祉課の職員、嘉手納警察署の方々、村内福祉関係職
員への大変なご迷惑をおかけしてしまいました。認知症を患い、危険認知や周辺症状（行動
制止困難）を抑制できずにいる方々への援助は片時も目が離せない状況です。職員も日々援
助努力を重ねながら改めて援助の難しさ、厳しさを実感しております。再発未然防止策とし
て危険認識や行動制止困難な方々への援助を職員はできる限り目視にて所在・安否確認を実
施し支援しております。一方、身体拘束抑制廃止への取り組みもかみし、屋外道迷いの再発
がないよう顔認証システムを導入に着手しております。今後もご自身で移動、行動をなさる
ご利用者の方々の事故予測はつきづらく、再発リスクも高い事から、事故発生時の原因を都
度分析し改善につなげる事と、ご家族へのご説明、報告を継続しご理解とご協力をいただき
ながら支援につなげてまいります。

