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 統括事業所第二万寿事業報告 特別養護老人ホーム第二万寿園  

 

１ 事業運営 

（１）事業実績 

   平成３０年度の特養、ショートステイ合計の稼働率は、９３．７％（平成２９年度９４．１％）

となった。利用者のインフルエンザ発生はゼロであったが、１０月から１２月にかけて入院者及

び退所者（死亡）が続出し、ショートステイと新規入所を積極的に対応したが、稼働率を前年度

並みまで回復するに至らなかった。詳細は、別表の「資料データ」のとおり。 

 

（２）苦情処理 

種 別 件数 内容・対応 

職員対応 

サービス 

内容 

 

 

 

 

 

 

空調設備管

理対応 

２件 〇 義歯紛失に伴い家族に報告なしで作成したこと、痛み止めの服薬につ

いて事前連絡なしで変更したこと、面会時に本人の様子を確認しても特

に変わりなしの報告であり、迷惑をかけていることは知っているので詳

しい話を知りたいとの要望（苦情）。(来所時の苦情) 

・義歯紛失の件は、訪問歯科医からの報告がなかったことや看護師、介護

職員が把握できていなかったことからのもので、事情を説明し謝罪。 

服薬の変更については医師に相談の上で中止の旨説明し、事前に連絡

することを約束。面会時の報告は、随時電話報告と日頃の様子を話すよ

うにした。 

〇 面会時に家族から、居室内エアコンフィルターの清掃業者が清掃後で

あるにもかかわらず、黒カビがついていたことに対して苦情があった。 

・空調設備メンテナンス契約により、ルームエアコンはフィルター清掃で

ありカビが残っていることを確認。業者に再度の清掃を指示し確認徹底

した。 

・他の居室の状況確認と清掃係にエアコン吹出し口の定期清掃を徹底し

た。 

 

（３）事故・ヒヤリハット 

種 別 件数 内容・対応 

関係機関 

報告 

（事故時に

受診したも

の） 

２０件 〇「骨折－５件」（居室、廊下、浴室での転倒及びベッドからのずり落ち） 

・ショートステイ利用中、午前零時、居室でトイレに向かう途中に歩行

器で転倒し、病院に緊急搬送、左大腿骨転子部骨折（入院、手術施行、

リハビリ実施）   

・午前１０時半、入浴後の入床介助後、居室前の廊下で横座り状態で発

見。受診、右足第３～５骨折、経過観察で帰園。 

・入浴介助中、ストレッチャー上で端坐位から側臥位にしようとして職

員が足を滑らせバランスを崩し一緒に床に転倒、左大腿部をねじり左

大腿頸部骨折（入院、手術施行） 

・午前２時半頃大声有り、居室前の廊下で右側臥位状態を発見。ベッド

からずり落ち、そのまま廊下に出た状況、左大腿頸部骨折（入院、手
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術施行） 

・午後２時５分大声有り、ベッド横脇に上向きで横臥位発見、右大転子

部骨折、経過観察、帰園。 

〇「打撲（こぶ）、裂傷－７件」（浴室、居室、食堂での転倒） 

・ショートステイ利用者、入浴介助中、椅子に座った状態で湯船に足を

入れようとした際に重心が後方になり転倒、受診、骨折なく帰園。 

・ショートステイ利用者、午後３時居室からドンという音が聞こえ、入

口でうつぶせ状態発見。受診、検査異常なし、左側頭部裂傷処置、帰

園。 

・ショートステイ利用者、午前１１時４０分、食堂にて車椅子を後方に

自操、１ｍほど下がり急に立上がり前のめりに転倒、受診、左ひざ打

撲、帰園。 

・午後８時、テレビ前で尻もち(転倒)状態で発見、受診、打撲（こぶ） 

・午後１時２０分、他利用者の介助中に、声がして転倒状態を発見、受

診、左後頭部発赤、打撲（こぶ）、帰園。 

・ショートステイ利用者、午後３時５０分～２度の転倒あり、受診、眉

尻、すね裂傷、処置後帰園。 

・午前７時半、食堂にて自ら下膳しようとして右を下に転倒、右頭部打

撲（こぶ）、受診、検査異常なし、帰園。 

〇「出血、疼痛、肩脱臼－７件」（屋外、居室、トイレでの転倒(尻もち)） 

・午後７時半、納涼祭の帰り、家族が車椅子を操作中、段差が見えず横

転、右前額部打撲、出血。受診、検査異常なし、3針縫合、帰園。 

・午後１０時１０分、巡回中に居室にてベッド下に転落している状態発

見。右こめかみ出血、受診、検査異常なし、処置後帰園。 

・午後４時２０分、トイレにて声あり、壁と便器の間で手すりにつかま

り尻もち状態発見。翌日受診、検査異常なし、湿布処置、帰園。 

・午前５時半、居室トイレ前にて仰向け状態を発見。疼痛あり、受診、

異常なし、帰園。 

・午前５時、巡回時にベッド横で横臥位状態発見。疼痛あり、受診、異

常なし、帰園。 

・午前１時５０分、夜勤巡回時、ベッドわき右側臥位状態発見。救急搬

送、右肩脱臼、１日入院し整復、帰園。三角布固定処置。 

・ショートステイ利用者、午前６時、居室にて尻もち状態発見。受診、

検査異常なし、痛み止め、湿布処置、帰園。 

〇「その他－１件」（やけど） 

 ・午前８時１０分、洗面介助時の蒸しタオルでの頬の皮むけ発見。受

診、やけどⅡ度、軟膏処置、帰園。 

施設内対応

事故報告 

１９３件 保険者報告に該当しない軽微な事故として、◎転倒、転落、滑落 ◎

服薬関連 ◎離設関連 ◎異食 ◎介護上の事故が報告されており、毎

年、傾向は類似している。 
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ヒヤリハッ

ト報告 

２１８件 〇３５件（１６％）がショートステイ利用者関連で、主なリスクは転倒

（転落）、誤嚥、異食であり、前年度多かった荷物入れ間違いや忘れ物

はなかった。 

〇入所者で多かったリスクは、転倒（転落）、誤嚥、異食、外傷、離設、

服薬、紛失(義歯、補聴器、衣類等)であった。 

⇒件数が前年度（４４件）に比べ約５倍増となり、職員のヒヤリハット

に対する意識は相当高まっている状況はあるが、組織的に報告の分析

が不十分であった。 

 

（４）第三者評価受審 

平成３０年度は利用者調査を実施。 

利用者調査 

 

調査実施日 

平成 30 年 10 月 22 日 

 

評価者２名で対面聞

き取り調査 

 

別々の部屋で利用者

の緊張感をほぐし、リ

ラックスした環境で

実施 

 

聞き取り可能な２１名に聞き取り調査を実施。総合評価で「大変満足」「満

足」との回答が９１％、「不満」はゼロであった。 

 大方の質問で肯定的な評価をしており、「体調不良時の対応は良いです

か？」は全員が「はい」と回答、「介助」「施設での生活」「生活スペースの

清潔さ」「職員の言葉遣い・態度」「いじめ等への職員の対応」では、「はい」

が９割を超え、「いいえ」がゼロであった。 

「はい」の回答が低いものは、「支援計画作成時の要望聴取」「計画・サ

ービス内容の説明の分かりやすさ」であり、支援計画等について、利用者

の理解を得ることの難しさが表れている。 

 

 

 

 

２ 重点課題への取り組み  

（１）稼働率目標 

事 項 結 果（実施状況、評価、今後の課題） 

1.目標稼働率 98％以

上 

(ユニット 95％、多床

室 95％、ショートステ

イ 150％) 

実施状況 

・ユニット型（９２．２％）、多床室（９０．７％）、ショートステイ（１

３０．９％）を加えたトータル稼働率は９３．７％（平成２９年度比０．

４％減）となった。 

・平成２７年度の介護保険制度改正（特養入所は要介護３以上が原則）に

伴う入所待機者の減少と重症化、一部ユニット型施設として運営開始当初

からの個室入居者の重度化による介護量の増加と入退院、退所が顕著な年

度であった。 

・これまでの年間平均退所者１５名に比し、平成３０年度は２８名が退所

したが、非常勤生活相談員の配置により入所業務の加速化を図り、結果と

しては３３名を入所させることができた。 

・介護職員の退職、リスクマネジメントの観点も含め、第１は入所者の安

定を最優先とし調整を行った。ショートステイ利用者にも重度化が目立っ
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ており、空床活用について慎重を期したことが稼働率にも影響を及ぼした。 

評価：B 

今後の課題 

・ショートステイ担当相談員の配置と育成 

・計画的な入所調整と計画的なショートの空床活用による稼働率の向上 

・入所待機者(申込者)の確保(周辺区市への営業活動) 

・計画的なベッド管理による利用者支援を担う職員の負担軽減 

・計画的なベッド管理による事故・苦情のリスク回避 

 

（２）入所者への医療ニーズへの対応 

事 項 結 果（実施状況、評価、今後の課題） 

１．医療提供体制強化

の可能性を模索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施状況 

・協力医療機関の事務担当者、整形外科医、MSW と顔合わせの機会を持ち、

施設利用者の緊急時対応や相談ルート等について協力のあり方を確認した

が、年度途中に当該整形外科医、MSW が退職したため軌道に乗ることが

なかった。 

・嘱託医（内科・精神科）の所属医療機関の体制変更に伴い、次年度に向

けた精神科医の体制の見直し、医療機関による電子カルテの導入による施

設内医務室の業務変更、嘱託医(内科)から看取り体制のあり方への言及等、

混乱と調整に時間を費やしている。 

・介護職員等によるたんの吸引等の研修を修了し、新たに 2 名の認定特定

行為業務従事者の登録をした。 

評価：B 

今後の課題  

・嘱託医との協力体制のあり方の見直しを視野に協議を進めること。 

２．看取り介護の実践 実施状況 

・平成３０年度は、４名の利用者を施設において看取った。 

・看護職員、生活相談員を中心に、より意識的に医療との連携を図るよう

努めてきているが、看取りを重ねるごとに看取り介護を進めるうえでの

課題が出てきている。 

・これまでは、たまたま個室利用者ばかりが看取り対象者となっていたが、

平成３０年度は多床室においても看取り対象者が生じ、職員一人ひとり

が実践を通じて看取り介護を考える契機となった。 

・事例を積み重ねてきたからこそわかるユニット(個室)と多床室の違い、多

職種連携のあり方、求められる職員教育やメンタルヘルス等の課題が少

しずつ明らかになってきた。医療体制確保という大きな課題もあり、組

織的に看取り介護を考えていくために看取りケア会議を定例化していく

ことを取り決めた。 

評価：B 

今後の課題 

・施設特性、高齢者医療への理解と共通認識のもと、第二万寿園の看取り
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介護を支えていく医療体制の整備を図ること。 

・そのうえでの看取り介護加算算定に向けて準備すること。 

 

（３）利用者サービスの質の向上 

事 項 結 果（実施状況、評価、今後の課題） 

１．会議・委員会活動

の見直し 

実施状況 

・併設事業所監督職で構成する合同主任会議から、身体拘束適正化委員会、

リスクマネジメント委員会を独立させ、特養内における事例検討や職員研

修の計画立案等について積極的に協議し、会議での決定事項については職

員に周知を図った。 

・退職に伴う介護職員の補充ができず、リーダー会議の開催も不定期。滞り

なく通常業務を行うことに注視せざるを得ない状況から、リーダーの役割

意識やモチベーション向上をはかり、利用者サービスに活かすまでには繋

がらなかった。 

評価：B 

今後の課題 

・平成３０年度は監督職を中心に行ってきた会議・委員会活動だが、監督職

以外の職員が会議や委員会に出席し、施設全体の課題に意見を投じたり、

解決に向けて取り組むためのリーダーシップを発揮できる機会を作って

いくこと。 

２．自立支援・重度化

防止に資する介護

サービスの提供 

実施状況 

・褥瘡マネジメント加算について、算定要件や算定のための体制整備につ

いて調査・協議を行った。「算定する」ことを前提に考えていくこととし

たが、報酬額と体制整備との見合において実現には至らなかった。 

・ 身体的拘束等の適正化については、平成 30 年度介護報酬改定に伴い省

令、都条例が改正され、指針整備や委員会の定期的開催が義務化されたこ

とから、指針の見直しや身体拘束適正化委員会を設置した。 

研修では、介護報酬改定の趣旨や身体拘束適正化委員会の意義、緊急や

むを得ず身体拘束を実施する場合の手順等について学び、正当な理由なく

手続きを踏まない身体拘束は違法であること、高齢者虐待は犯罪であるこ

となどを改めて理解を深めた。 

・すでに重度化・重症化した入所者に対する身体介護に追われた印象があ

るが、多様化する入所者およびご家族の意向については、丁寧に聞き取り

支援に反映させるよう努めた。 

評価：B 

今後の課題 

・入所者が自らの考えのもとに生活できるように、一緒に考え、サポート

することが自分たちの役割と認識し実践できる職員教育と人員体制の整

備を図ること。 
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３．リスクマネジメン

トの強化 

実施状況 

・保険者報告事故・施設内対応事故の報告件数の昨年度比は横ばいだった

が、ヒヤリハットについては報告件数がおよそ５倍となった。 

・リスクマネジメント委員会においては、発生事故の定例報告とともに必

要に応じて事例検討を行った。しかしながら、ヒヤリハットについては蓄

積された報告の分析ができておらず活用しきれなかったことも事故削減

に繋がらなかった要因といえる。 

・事故発生時の対応、事故再発防止策の考え方等について研修を実施。ま

た、リフトによる移乗介助に使用するスリングネットについては安全点検

を行い劣化著しいものの買い替え及び使用方法について実践型研修を行

うことで事故防止に取り組んだ。 

・服薬マニュアル、誤薬発生時対応マニュアルについての見直しを行った。 

評価：B 

今後の課題 

・ヒヤリハット報告事例の分析による事故防止の取り組みを進めること。 

４．ユニット型・従来

型の特性を生か

したサービス提

供 

実施状況 

・人員不足の中においても、計画的に時間と人員を調整し、特に多床室が

嗜好を凝らし生活の潤いに繋げることを目指したフロア活動に力を入れ

た。「駄菓子を食べながら紙芝居を楽しむ」「ビンゴ大会」「秋の歌を歌う

会」「新年の飾り・年賀状作り」「バレンタインのお菓子作り」等。 

評価：B 

今後の課題 

・ユニット活動、フロア活動の活性化を図ること。 

 

（４）人材活用・人材育成 

事 項 結 果（実施状況、評価、今後の課題） 

１．人材活用・人材育 

成 

実施状況 

・年度途中の介護職員の退職に伴う補充ができず、夜勤回数の増加ととも

に日勤確保ができず介護職員の超過勤務を常態化させた。また、適材適所

の人材配置を行っても、職員の退職により経験や資格、能力のバランスが

崩れチーム力も一時的に低下した。 

・介護職員の人員不足、また内部研修の実施に時間を費やしたこともあり、

特に介護職員の外部研修参加を確保できなかった。 

・介護職員を東京都が実施する「介護職員等によるたんの吸引等の研修」

に参加させ、施設の指導看護師による実地研修を経て、平成３０年度も新

たに２名が認定特定行為業務従事者となった。 

評価：B 

今後の課題 

・夜勤ローテーション勤務、職員体制の正常化を図ること。 

・短時間職員の有効活用を図ること。 

・介護職員の計画的な外部研修への参加とフィードバック体制の整備を図
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ること。 

 

（５）地域や社会から求められる施設づくりと運営 

事 項 結 果（実施状況、評価、今後の課題） 

１．地域や社会から求

められる施設づく

りと運営 

実施状況 

・富士見町の高齢・障がい等の福祉施設による「富士見町福祉施設連絡会」

には施設長、生活相談員が参加し、地域間交流や地域活動への参画ととも

に、施設職員に対して地域とともにある施設運営の意識化に取組んだ。 

・同町内の社会福祉法人の障がい者支援施設より、職員の体験研修の依頼

があり受入を行った。自らの経験や技術が地域に役立つ契機として、また

種別の異なる施設との人事交流を通じ気づきや学びに繋がるものと捉え

て実践した。 

・健康体操教室（「ワンツーことぶき」「ステップことぶき」）、日曜レストラン

（「ほっこり処ことぶき」）を統括事業所万寿・第二万寿協働で実施。 

・東村山市障害者就労支援室と連携し、障がいを持つ方の就労、育成支援

に取り組み、順調に就労継続できている。 

評価：A 

今後の課題 

・これまでの社会貢献事業活動の評価と今後の方向性の再検討 

・地域ニーズの収集と地域ニーズに合致した地域支援活動の開発 

・市内社会福祉法人が共同で行う「暮らしの相談ステーション」の窓口機

能としての活動 

・障がいを持つ方のキャリアアップの仕組みづくり 

・避難所や食事の提供及び自治会等との連携を深め災害訓練の実施など地

域貢献活動へとつなげていく。 

 


