
毎日がうれし～の♬
現場でのことⅠ

「あたりまえ」の実践

1

特別養護老人ホーム
岐南仙寿うれし野

辻 章子



施設沿革

・近石病院・ちかいしクリニック

・デイサービスセンターちかいし

・近石歯科・口腔外科

・居宅介護支援事業所ちかいし

・訪問看護事業所ひかり

・介護老人保健施設

仙寿なごみ野

・デイケアセンター なごみ野

社会福祉法人 登豊会

・特別養護老人ホーム

岐南仙寿うれし野

短期入所生活介護うれし野

・居宅介護支援事業所

ケアプランセンターうれし野

・うれしの保育園（認定こども園）

・うれしの東保育園

・サービス付き高齢者住宅

・通所介護（みんなのお家北方） ・訪問介護

・認知症対応型通所介護（みんなのお家岐南）

・ぐるんぱルーム（企業主導型保育園）
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施設の所在地
岐阜県羽島郡岐南町伏屋

医療法人 登豊会



3みんなのお家岐南・ぐるんぱルーム

レジデンスうれし野・
みんなのお家北方
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認知症デイ＆ぐるんぱ

さっき取った
きゅうりだね

～
おばーちゃん
あそぼ？

今日は何読む？

せー
のっ！

登豊会
職員の
子供たち

認知症デイ
のご利用者
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特別養護老人ホーム
岐南仙寿うれし野
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廊下や
ユニットの窓からも…

みんなの集まる中庭



特養１００床 ショートステイ１０床

平均介護度 3.83

平均年齢 86.98歳 最高齢103歳 最若齢66歳

男性85.17 女性 87.64

特養総人員 104人

・介護職 常勤42名 非常勤17名

・ユニットサポーター 非常勤6名 ・介護支援専門員4名

・看護師 5名 ・作業療法士 1名

・管理栄養士 栄養士 各1名 調理師4名（内2名非常勤）

・事務職・用務・コメットさん
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施設概要



施設紹介

理念：【和顔愛語】
～人にはいつも柔和な微笑みをもって、

優しい言葉、いたわりの心で話しかけます～
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医療法人・社会福祉法人が同じ方向性に
むかって取り組むことが出来るよう、
その内容を職員が理解し、行動できる
体制つくりが重要。



入居者のこと

・入居者の1日

することがなく

退屈な生活？

朝から結構忙しい‼

・自分の事は、自分でできる

・自己選択・自己決定できる

・ゆっくり過ごす

・役割をもつ

（自分、みんなの為）

入浴前の準備等

今日は何を着ようかな？

車椅子でゆっくりと、

自分の力で‼
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「リハビリがてら,
がんばるかー！」

今日は何があったかしら？習字？カレン
ダー見て～？（職員）



入居者の楽しみに関すること

・季節に合わせた食事

毎食、楽しく食事ができる工夫

・朝食ビュッフェ

・各種イベント

（ドックセラピー、脳トレ書道、うたの時間、カラオケ、体
操等、ほとんど毎日に 楽しみがある）

・保育園児交流

（書初め・餅つき・園児との交流会・運動会等）
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入居者の楽しみに関すること
・売店：【うれし野マート】の開催

（日用品やおやつ、パン等 好きなものを選んで購入できる

ご家族に了解をとる。）

・おやつ代もユニット管理

（入居者個々の食事形態に合った多くの種類の食べる楽しみが

ふえた。誕生日会もおやつ代でユニット開催、手作りおやつ）

・ユニット毎の外出（応援は施設全体で‼）

・個別外出の実施（ケアプランに入っている）
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洗濯物たたみは私の仕事！
仕事がないと困っちゃうわたしが作ったの。

どこに飾ったらいい？

白いものが
目立ってきたけど…
美容院は2か月に
1度って決めてるの。

出来ることは役割として

職員も助かってます♥

実地研修施設選定調査項目
Ⅲ２；入居者が朝起きて今日は何を使用か考え、

実行できるよう職員は努力している



①入居意向の最終確認

②事前説明

③入居前健康診断

④契約・ご入居日程調整

⑤契約・ご入居
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①事前説明 ★施設での生活に必要
最低限の持ち物を依頼

・時計

・ゴミ箱

・カレンダー

・お気に入りの枕

・タンス……などなど…
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ご家族の

うれし野での生活の意向
をこの時確認していす！
→初回ケアプラン作成‼

何を持ってきてもらっても
大丈夫です！！！

★入居に伴い

必要な書類
・緊急連絡先

・個人情報同意書

・保険証（原本）

・健康診断書

・看取り事前意向確認書

・暮らしの情報シート
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ご入居者の暮らしの
継続が図れるように…



16

朝は弱いから
食べないの

晩酌が毎日の
楽しみ♡

小さい電気を
つけないと怖い…
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だいたい70の質問！

センター方式の聞き取りシートを元に
うれし野での生活Ver.を作成



★入居前記入いただいた

暮らしの情報シートを元に作成

→・職員間ケアの統一

→・エビデンス（根拠）に基づいた支援へ
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●生活リズム●意向・好み●自分でできること
●サポートが必要なこと

＋ケアプランの支援内容



ユニットケアの理念

老
人
福
祉
法

特別養護老人ホーム
の設備及び運営に関

する基準
（基本方針）
第三十三条

1. ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一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
の復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続し
たものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的
関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2. ユニット型特別養護老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営
を行い、市町村、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または福祉サービスを提供する者との密接な連携に努
めなければならない。

介
護
保
険
法

指定介護老人福祉施
設の人員、設備及び
運営に関する基準
（基本方針）

第三十九条（※）

1. ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重
し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置
いて、入居前の居宅における生活と入居後のの生活が連続したものとなるよ
う配慮しながら、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
律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2. ユニット型指定介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運
営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保
険施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接
な連携に努めなければならない。
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•既往歴

•生活歴

• こだわり

• ケアプランのニーズ

や目標

★ケアプラン部分は、ケアプラン更新
時に自動でユニレコが複製をかけま
す！
職員が打ち込む必要なし！

ユニレコについては次回～～～🏁
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食事や排泄など
重要な項目

意向・好みはより把握で
きてると良いですね♡

生活歴や本人・家族か
らの聞き取り、
普段の様子から
情報収集

自分でできることはやってもらう
職員がサポートしてしまわない
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【サポートが必要なところ】
◎支援の手順

認知症のある方でも安心して生活が送れ
るよう、職員が統一したケアを提供できる
ように・・

生活のリズム：食事🍚
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生活のリズム：排泄🚾

・パットの種類を記載
・排便コントロールも！

・介助の動作が難しい方でもコツを
記載
新人職員も同じ方法で介助！

統一したケアで
入居者の安心でき
る生活を☺
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０：００～２４：００までの

生活リズムを暮らしの情報シート
を元に作成

「私は朝はパン派なの♡」

「朝食はパジャマで食べ
ていた。ご飯の後に着替
えるのが普通。」

水やりは俺
の仕事！
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ケアプランの支援内容も
サポートが必要なことに！

サポートが必要＝支援内容

●１日の生活シートを見れば
その方の生活がみえるように

●記録で必ず見るので
ケアプランの内容が把握できる



１日の生活シートの更新
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★ケアプラン更新時に見直し（少なくとも半年に１度）
★随時変更点は赤で追記していく
★変更後、各上司へ報告し承認依頼をかける

１日の生活シート作成について…
・ユニレコ導入前はエクセルでの作成でとても大変だった

・新規入居者の作成に時間がかかる
・更新する時間が持てない

・変更点を随時赤で記入→出来ていない



・各担当20～40人

・ユニットの一員♡

・リーダーや主任、課長を兼務

ユニットケアをより個別的に具体的に実践するため…

入居者に寄り添った具体的なその人らしい

施設サービス計画書の作成が必須なのでは。
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入浴介助や食事介助、
受診の付き添いもします！

看護師も担当ユニット制です！
お昼ご飯は担当ユニットで
一緒に食事を摂ります🍴
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うれし野に
春の訪れを知らせるつばめ♡

よいところ♥
♥入居者に寄り添ったその方らしいケアプランの作成
♥情報収集・アセスメントが密でスムーズ
♥入居者や職員とのコミュニケーションがとりやすい
♥報告・連絡・相談
♥OJT
♥多職種連携
ユニットケアの実践、
生活リズムに沿った個別ケア、
実践しやすい☻



ご清聴ありがとうございました

次回は12月21日㈫ 15：００～

現場でのことⅡ
変わる勇気、継続中
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