
 

 

令和３年度 特別養護老人ホーム富士まかど 事業報告 

 

１．事業運営の概況 

本年度は、定員 80名のうち 74名の入居で運営が始まった。入居申し込み者の減

少に伴いスムーズな入居手続きが出来ず、５月 27日に満床となった。入居申し込み

者減少に対しては、営業活動を行い、入居申し込みの増加を図った。 

利用状況は、新規入居者 28名、退所者 22名となった。内、死亡による退所者 18

名、長期入院による退所者４名であった。１日の平均利用者数は 78名、前年度対比

119.2％、年間稼働率は、目標 98％に対して 97.5％で稼働した。 

 

２．事業計画実施状況 

（１） 職員確保と人材育成 

① 職員確保 

職員確保のため、離職防止と新規雇用促進に取り組んだ結果、 正規職員４ 

名、非常勤職員５名の合計９名を雇用することができたが、５名は途中退職され

た。また、育休明けの１名が復職した。 

② 人材育成 

個人面談を通じて組織目標と個人目標を設定し、主体的に職務遂行が出来

るように取り組んだ。ユニットリーダー研修、喀痰吸引研修については、コロナ禍

で研修自体が実施されず受講させることが出来なかった。 

介護支援専門員は、更新研修を終了し、専門職としての能力向上を図ること

ができた。 

外部研修は、コロナ禍のため WEB 上で実施されるものが多く、出来るだけ多

く受講し、知識と見識の向上を図る事が出来た。内部研修は、コロナ禍で状況に

応じてレポート形式に変更する等の工夫を行い、実施することが出来た。また、

職員が入職する際に、オリエンテーションを実施し、業務内容の他に「身体拘束

廃止」「事故防止対策」「感染防止対策」の研修を実施した。 

（２） 健全な施設運営 

① 目標稼働率 98％以上で運営 

空床発生から出来るだけ１週間以内に次の入居の受け入れを目指した。家族

の都合で空床発生から２日後の入居や 10日後の入居となる場合があった。 

個人面談や会議を通じて、メッセージを発信することにより、富士まかど全体

で稼働率向上に対する意識付けが出来きた。 

 



 

 

② 的確な介護給付費の取得 

現在算定している加算要件を満たしているか定期的な検証が一部において

行われなかった。 

③ 節電対策 

年間デマンド設定最高値を 146kw としたが、５月より 80 床となり、また１月以

降、厳冬であった為かデマンド最高値が 159kw であった。職員全体で節電に努

めてはいたが、目標達成は出来なかった。 

④ オムツ使用量の削減 

使用アイテムの見直し、毎月の使用量と費用の実績報告を各部署に行い削

減に努めた。入居者のオムツ使用者の割合が増え、1人当たり１日平均 225.9円

となった。 

⑤ 備品管理 

開設より９年経過し、備品の劣化破損や故障箇所が相次ぎ、備品の買替や修

繕費用が増大した。前年度に引き続き、車椅子タイヤ交換や簡単な部品交換等

は、職員が修理を行いコスト削減に努めた。 

（３） 介護サービスの質の向上 

① 部署・ユニット単位目標カードの実施状況について 

目標カードを作成。目標達成に向け６ヶ月毎に評価を行い、１年間の成果に

ついて検証を行った。また、堅実な事業運営、サービス向上とコスト削減等の取

り組みを行った。 

② 重度化への対応 

平均介護度は、3.6 であった。新規入居については、特例入所で介護度が低

い方が入居した結果、新規入居者の平均介護度 3.7であった。 

ユニット型施設の特色である個室を活かし、ターミナルケアを 10 名実施した。

（昨年度７名) 

③ 医療ニーズへの対応 

今年度の経管栄養の利用入居者は、３名であった。（昨年度４名） 

喀痰等吸引実施研修については、コロナ禍の影響を受けて外部研修が中止

のため、看護師による手技等の確認研修を実施した。 

④ サービス向上に向けた取組み 

面会や差し入れ等、入居者や家族からの要望にできるだけ応じたができない

場合は懇切丁寧に説明した。 

入居者の生活の様子が家族に伝わるよう、毎月写真付きの手紙を送付した。 

⑤ ＱＯＬ（生活の質）の向上 

季節に合わせた全体行事は、新型コロナウイルスの感染予防対策のため、協



 

 

力ユニットにて実施した。誕生会や華道クラブ活動等については、ユニット毎で

実施した。 

（４） 地域公益活動の推進 

コロナ禍の影響を受けて民生委員会が中止の期間があったが、開催された月

は参加し、事業内容をアピールすることが出来た。また、中止の時でも、広報紙

「まかど便り」を配布し、情報発信を行った。地区の行事については、中止となり

地域の人たちと交流することができなかった。 

（５） 入居者の権利擁護と虐待防止 

虐待防止委員会を立ち上げ、入居者の権利擁護と虐待防止について意識を

高める活動を行った。特にスピーチロックや不適切ケアの改善に重点を置いた。 

（６） 非常災害対策 

防災対策委員会を中心に毎月会議を開催し、防災に対する教育と防災訓練

を行った。また、事業継続計画の見直しを行い、より実用的なものにしていく作

業を行った。 

 

３ 各部署の取組みと委員会活動 

（１） 各部署の取組み 

① 事務職 

・業務内容及び進捗状況を共有し、全事務員が処理対応できるよう努めた。 

・新型コロナウイルスの影響にて、外部研修はWEB研修を受講することでスキル

アップに繋げることが出来た。 

② 介護職 

・ケアプランに沿った介護ケアに努めた。 

・協力ユニット間の入居者について、介護等の情報共有を強化し、入居者が過

ごしやすいようにケアすることができた。 

・入居者が楽しみのある生活を送れるよう感染症対策を整え、無理のない外出

やレクレーションを計画し支援することができた。また、個別の対応が必要な入

居者に対して、側に寄り添い話し相手になったり、散歩等を行ったりして気分転

換を図った。 

③ 看護職 

・介護職との連携を密にし、喀痰吸引等における資格取得のフォローに努めた。

また、喀痰吸引資格取得者に対し、月に数回手技等の研修を実施した。 

・緊急時の受診については、入居者の家族に対し、正確な情報を伝え、出来る

だけ速やかに受診を行った。 

 



 

 

④ 生活相談員 

・入居前面接の効率化を図り、常に空きが出来ないよう工夫をした。 

・民生児童委員を通じて施設の強みや魅力等を外部に発信し、地域等との連携

を行った。 

・パソコンソフトの活用方法を検討し、常に入居者全体の詳細な情報を把握でき

るように入力方法等の統一化を図った。 

⑤ 施設ケアマネ 

・入居者全員のケアカンファレンスを年２回実施し、各職種間での情報共有を行

った。 

・入居者の立場に立った、その人らしいプランを作成・周知し、統一したケアの提

供に努めた。 

⑥ 管理栄養士 

・他職種及び委託業者と連携を図り、入居者に合った食事の提供を行った。 

・感染症に注意し、入居者が楽しめる行事食の企画、運営を行った。 

・適正な食事が提供できているか検証を行った。 

⑦ 機能訓練指導員 

・入居者の身体状態を定期的に確認し、入居者にとって必要な訓練計画を作成

し、訓練を実施した。 

・ユニット介護職員とコミュニケーションを取り、円滑に機能訓練を実施した。 

（２） 委員会活動 

① 感染症対策委員会（毎月 第２金曜日） 

・「感染症ゼロ」を目指し、日々の感染予防対策を個々の職員が正しく理解でき

るように情報発信を行った。 

・感染症発生時の初動対応を理解し、嘔吐物処理の手技演習を実施した。 

・入居者・職員のインフルエンザの罹患者は無かったが、新型コロナウイルスの

罹患者は職員１名。また、新規入居者１名が疥癬罹患者であったが、ユニットの

特性を活かし個別に対応した結果、施設内の感染拡大を防ぐことが出来た。 

② 褥瘡予防委員会（偶数月 第４木曜日） 

・軽度の褥瘡発生者は、12 名。褥瘡発生後、的確な処置をし、８名完治している。

また、発赤等があり褥瘡の可能性があった入居者１名は早期に対応することに

より、重度化を防ぐことができた。 

・毎月ブレーデン（皮膚のトラブル）の記入し、予防に努めた。 

③ 栄養管理委員会（奇数月 第３木曜日） 

行事を通じて「食」を楽しんで頂こうとしたが一部中止する行事があった。 

 



 

 

④ 身体拘束廃止・事故防止対策委員会（毎月 第３金曜日） 

事故件数は 122件、内 10件は病院受診したため、市に報告した。（作年度事

故件数 95 件、市に報告８件）事故内訳は、転倒 33 件、転落が 29 件、誤薬 18

件となっている。また、頻度の多い事故事例を用いた事例検討方式による内部

研修を行った。 

⑤ 防災対策委員会（毎月 第１火曜日） 

防災訓練実施内容 

開催月 内 容 

４月 防災設備確認 

５月 情報伝達訓練 

６月 防災食の活用について 

７月 非常用自家発電機の操作訓練 

８月 避難誘導・通報訓練(２F火災想定） 

９月 総合防災訓練・おんぶらっく訓練 

10月 防災設備使用方法・放水訓練・消火訓練（講師：伊豆防災㈱） 

11月 避難誘導・通報訓練(地震想定） 

12月 避難誘導・通報訓練(３F火災想定）・非常呼集訓練 

１月 情報伝達訓練（地震想定） 

２月 炊出し訓練、次年度の防災訓練計画 

３月 家具の安全確認、防災対策委員会の反省 

⑥ 優先入所検討委員会（6/11、8/20、9/24、11/12、1/14、2/25、3/30） 

優先入所基準に基づき入居に係る順位の決定を行った。また、待機者の減

少に伴い、必要に応じて随時開催した。 

⑦ 口腔内の喀痰吸引等安全対策委員会（4/15、7/8、10/22、1/20） 

喀痰吸引実施研修を受講済の職員により、認定特定行為業務従事者に対し

て、研修を１回実施した。また、看護師の指導下、手技の確認を実施している。 

⑧ 安全衛生委員会（毎月 第４月曜日） 

職員の健康管理及びストレスの軽減等について、年間計画を立て検討し対策

を講じた。 

   ⑨ 施設長・主任会議（毎月 第１火曜日） 

経営状況等の重要な情報について共有し、検討・対策を講じた。 

   ⑩ 施設運営会議（毎月 第１火曜日） 

各部署での問題点・相談事項を施設全体で共有し、検討を行う場として活用



 

 

した。 

⑪ フロア別会議（毎月 第１火曜日） 

      各フロアでの問題点・相談事項を共有し、検討を行う場として活用した。 

令和３年度 スキルアップ内部研修参加状況 

開催月 研修項目 研修講師 
参加 

延人数 

４月 
プライバシー保護 

法令順守・倫理 
生活相談員 49 

５月 認知症 介護支援専門員 41 

６月 夜間対応・喀痰吸引 医務 45 

７月  
感染症対策① 

誤嚥・食中毒 

生活相談員・医務・ 

感染症対策委員会 
48 

８月 
事故防止① 

誤薬防止 
医務 48 

９月 
利用者権利擁護 

虐待防止 
高齢者虐待防止委員会 56 

10月 身体拘束廃止①  
身体拘束廃止・安全対策委員

会 
56 

11月 高齢者虐待 
身体拘束廃止・安全対策委員

会 
61 

12月 事故防止② 
身体拘束廃止・安全対策委員

会 
21 

１月 ターミナルケア 看護師（外部研修受講者） 60 

２月 
介護現場における要介護者か

らのハラスメント対策 
生活相談員 61 

３月 身体拘束廃止② 
身体拘束廃止・安全対策委員

会 
57 

随時 喀痰吸引（実技） 指導看護師 6 

 

  



 

 

令和３年度 スキルアップ外部研修参加状況 

職種 研    修    名 

参

加

人

数 

施設長  コロナ・クラスター発生時にリーダーがやるべきこと（ｵﾝﾗｲﾝ） 1名 

はじめての外国籍活用シンポジウム（ｵﾝﾗｲﾝ） 1名 

生活 

相談員 

BCP（業務継続計画）策定研修（ｵﾝﾗｲﾝ） 1名 

WEB会議ファシリテーション勉強会 1名 

介護事業者のための業務継続計画（BCP）作成セミナー（ｵﾝﾗｲﾝ） 1名 

介護保険サービス提供事業者説明会 1名 

社会福祉施設・事業所の BCP（業務継続計画）実践編 1名 

新型コロナウイルス感染症対策研修会 1名 

令和３年度静岡県福祉サービス第三者評価事業啓発研究会（ｵﾝﾗｲﾝ） 1名 

介護 

支援 

専門員 

介護保険サービス提供事業者説明会 1名 

介護支援専門員 更新研修Ｂ２（ｵﾝﾗｲﾝ） 1名 

コロナ禍の食生活と健康づくり 1名 

令和３年度第２回 施設ケアマネジメント 1名 

管理 

栄養士 

栄養ケアマネジメントステップ 00研修②（ＷＥＢ） 1名 

栄養ワンダー2021 コロナ禍の食生活と健康づくり 1名 

摂食嚥下ケアプラクティスセミナー（WEB） 1名 

令和３年度 公益財団法人静岡県結核予防講演会（ＷＥＢ） 1名 

令和３年度衛生・栄養管理講習会（ｵﾝﾗｲﾝ） 1名 

令和３年度ノロウイルス衛生講習会（ｵﾝﾗｲﾝ） 1名 

㈱フード・デリ メディケアフーズショー 1名 

看護師  コロナワクチン接種にかかる薬液希釈・充填研修会 2名 

ターミナル研修 1名 

介護 安全運転管理者講習 1名 

身体拘束廃止フォーラム（ＷＥＢ） 1名 

摂食嚥下ケアプラクティスセミナー（WEB） 5名 

第 18回富士介護サービス研究集会 1名 

第 1回介護福祉士会災害フォーラム（ｵﾝﾗｲﾝ） 1名 

軟便モレ解決に向けて アプローチ編（ｵﾝﾗｲﾝ） 1名 

介護施設における安全対策担当者養成研修 1名 

認知症ケアセミナー（WEB） 1名 

ユニ・チャームオンラインセミナー 便秘ケア 2名 

良いケアを目指し拘束虐待をなくす（WEB） 6名 

事務  

2021年度雇用保険管理及び助成金に制度事業主説明会 1名 

介護事業者向け 介護職員処遇改善加算等研修会(WEB） 1名 

新型コロナ対策とＢＣＰ策定（ＷＥＢ） 1名 

介護保険サービス提供事業者説明会 1名 



 

 

令和３年度 行事実施内容   

実施月 行    事 

４月 誕生日会、ドライブ 

５月 誕生日会、お楽しみ食事（外注）、端午の節句 

６月 誕生日会、さつま苗挿し、おにぎり・焼きそば作り 

７月 誕生日会、七夕会 

８月 誕生日会、夏祭り、お楽しみ食事（外注）、防災訓練 

９月 
誕生日会、敬老のお祝い、防災訓練、モロヘイヤ収穫・調理、キャベツと

ブロッコリーの植付け 

10月 誕生日会、おやつレク（みかんゼリー） 

11月 誕生日会、さつま芋堀、焼き芋、花植え（ビオラ） 

12月 
誕生日会、クリスマス会、焼き芋、おやつレク、ブロッコリー収穫、 

年賀状作り 

１月 誕生日会、正月遊び 

２月 誕生日会、ケーキバイキング 

３月 誕生日会、ひなまつり、寿司バイキング 

 


