
平成19年度事業報告 

１、事業主体、施設 

  事業主体名  社会福祉法人三重健寿会 
  代表者名   理事長 柿澤善樹 

  施設名    特別養護老人ホーム往還 

  所在地    三重県三重郡朝日町大字柿字熊之田564番地 

  主な事業   特別養護老人ホーム往還  50名 

          介護保険事業所番号  2472200365 

ショートステイ往還    20名 

  介護保険事業所番号   2472200373 

 居宅介護支援センター往還（居宅介護支援事業所） 

介護保険事業所番号    2472200474 

  施設長    柿澤佳世子 

    電話番号      059-377-6011 

      FAX番号     059-377-6001 

      E-mail        oukan@ccnetmie.ne.jp 

 

    

施設の概要   鉄筋コンクリート造3階建、陸屋根造 

         全館冷暖房完備 

         床面積 3,298.82 平方メートル 

 

居室の概要     全室個室 

1階ショートステイ専用 

          花菖蒲ユニット  10室 

               花水木ユニット     10室 

   ２階入所専用 

 菊ユニット         10室 

                  皐月ユニット        10室 

                 桜ユニット         10室 

   ３階入所専用 

                 藤ユニット        10室 

                 蔦ユニット        10室 

２、総括 

  老人福祉法に定める理念に基づき、老人福祉を寄与する目的を持って、社会福祉法人三重健寿会を設立し、あわせて平成１８年６月１６日特別

養護老人ホーム往還を開設、順調にその運営を図ってきた。当施設は朝日町、川越町で一つとして設定認可されたものである。しかし、両町のみ

ならず、近隣の市町村住民に貢献し、社会福祉法人としての責務を果たすべく、介護保険法に沿い、施行されたこの手続き処遇の充実を図り、よ

り適切な施設運営を図ってきた。入所基準は介護度など入所の必要性を点数化し、点数が高い人から順番に入所することになっている。したがっ

て、早く申し込んだとか、朝日町川越町町民であるとか、誰かの紹介であるなどは考慮しないことになっている。3月31日現在、入所者のうち、

朝日町川越町町民である割合は約２７％である。 

また、全室個室、ユニット方式で運営する利点をさらに追及してきた。従来型に比べ、「個別に対応する、家庭的でゆったりとした介護」を目指

してきた。入浴介護は、機械浴を極力減らし、一人用の浴槽を用いた個浴による入浴介護を中心として行ってきた。排泄介護はおしめによる排泄

を極力なくし、特に昼間はリハビリパンツを使用し、便器で排泄するようにしている。これはユニット入所者１０名の排泄リズムとサインを理解

することにより対応できる、ユニット型の典型的利点である。 

職員の研修について、今年度は、講師を施設に呼ぶ施設内研修と、施設外研修に多数の職員を参加させた。 

各種委員会を設け、個別の課題に、専門的に検討し、施設運営に還元してきた。 

行事を毎月一つは行うようにし、又、入所者及びショート利用者のクラブ活動も行ってきた。ユニット毎に公園など施設外へ出かけ、又、朝日

町、川越町の行事へ参加した。中学校の職場体験、保育園・幼稚園児に慰問に来ていただいた。 

施設内機関紙を昨年12月より毎月1回発行している。施設内の行事など出来事を利用者家族さんを始め、対外的に内部情報を発信するものであ

る。インターネットホームページも必要である。 

 

３、年間利用者数 （平成19年度） 

  入所申し込み待機者は3月31日現在、136名 

  入所者延べ人数は 17,297名（47.4名/日） 

  入所利用率は94.8 ％ 

  入所者平均介護度は3月31日現在 3.55。 

  入所者で死去された人数は12名で、施設内で看取ったのは９名  

 ショート利用率は 75.3％ 

  3月31日現在入居者保険者    四日市市  24名 

                 桑名市   8名 

                 川越町   7名 

                 朝日町   6名 

                 菰野町   1名 

                 鈴鹿市   1名 

3月死亡者  3名 四日市市 2名                                 

東員町    1名 

                                     

 

４、職員体制（平成２０年３月３１日現在） 

    介護職員      正職員  介護福祉士     10名 

                  ２級ヘルパー    19名 

             パート  介護福祉士      1名 

     ２級ヘルパー      13名 

    看護職員     正職員 4名（内1名は機能訓練士配置） 

             パート  2名 

    歯科衛生士    パート                     １名  

  介護支援専門員   正職員            （2名） 

    生活相談員      正職員             （2名） 

     （介護支援専門員と生活相談員は兼任） 

      栄養士        正職員              1名 

       事務員          正職員                 1名 

       施設長           正職員              1名 

       用務員          パート               5名 

      管理宿直     パート               3名 

      嘱託医師                       1名 

      嘱託歯科医師                       1名 
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7月のクラブ活動 

  1日  (火) 太極拳 

  3日  (木) 書道クラブ 

  25日    (金) お花クラブ 

 17日   (木) 書道クラブ 

 

往還風景 

8月の行事予定 

往還通信 

7月の施設行事 

社会福祉法人 三重健寿会 

特別養護老人ホーム 往還 

第8号   

13日 (水)  バイオリン演奏   

  〒510-8103 

     三重県三重郡朝日町 

   大字柿字熊之田564番地 

     FAX (059)377-6001 

     電 話 (059)377-6011 

8日(火) 音楽療法 

9日(水) 音楽療法 

   

発行日：平成20年6月30日 

６月１６日(月）に、往還開所2周年記念イベントとして朝日中学校ブラス

バンド部の皆さんに、慰問コンサートに来ていただきました。 

１年生から３年生総勢２８名の生徒代表の方が「まだ未熟な私たちです

が、楽しんでいってください」とあいさつをした後｢千の風になって」や

アニメの主題歌など計八曲を演奏され、１年生の皆さんには「上を向いて

歩こう」の演奏にあわせて、手話も披露していただきました。リズムに合

わせて、手をたたいたり動かしたり、楽しいひと時を過ごされました。こ

の模様は、１７日の中日新聞に掲載されました。 

開所二周年記念朝日中学校ブラスバンド生演奏 

開所記念特別食 

昼食は特別食の寿司バイキングで、

魚国の厨房の職員さんにユニットで

お寿司を握っていただきました。 

 おしながき 

握り寿司 

サーモン 

穴子 

イクラ 

玉子 

海老 

いなり 

季節の三種盛り    冷し茶碗蒸し 

焼き豆腐の田楽 

茄子の冷製風・メロン 

お食事中のご様子 

お寿司屋さんで食べるみたいでい

つもと違う雰囲気のお食事は格別

においしかったと、好評でした。 

今月は蔦ユニットを紹介させてい

ただきます。 

おいしそう！

往還の畑でじゃがいも堀りをしまし

た。箱いっぱいにとれたじゃがいも 

に、にっこり！皆で写真撮影 

たくさんとれたじゃがいもをじゃ

がバターにして皆でいただきまし

た。とれたてのじゃがいもは、

とってもおいしかったようです。 

いっぱい

とれたよ
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 今日から始める、簡単お口のケア      

アドバイス 
ワンポイント 

よく噛むことの8つの効果 
 1.胃腸の働きを促進する 

  唾液中の消化酵素の分泌がさかんになり、細かくかみ砕けば 

  胃腸への負担を和らげます。 

 2.むし歯、歯周病、口臭を予防する 

  唾液の分泌が増え、唾液の抗菌作用によって口の中の清掃効果 

  が高まります。 

 ３.肥満を防止する 

  ゆっくりたくさん噛むと満足感が得られ、食べすぎを防ぎます。 

 ４.脳の働きを活発にする 

  噛むことで脳への血流が増加し働きを活発にするために、脳の若 

  さを保って老化を防止します。 

 5.全身の体力の向上 

  よく噛めば全身に活力がみなぎり、体力が向上します。 

 6.味覚が発達する 

  じっくりと味わうことができ、味覚が発達します。 

 7.発音がはっきりする 

  口のまわりの筋肉が発達し。言葉の発音もはっきりします。 

 8.がんを予防する 

  唾液に含まれるある酵素には、食品中の発ガン物質の発ガン 

  性を抑制する効果があると言われています。                   

 
                           歯科衛生士 水谷敦子 

         

 

 編集部より 

皆様の暖かいご支援のおかげ

で往還も創立2周年を迎える

事ができました。今後も利用者

様に寄り添い往還を居場所だ

と思っていただけます様職員

一同取り組んで参りますので、

どうぞよろしくお願い致します。 
 
 

 

 夏バテを起こす原因の一つは、屋内と屋外の温度差が冷房によって大きくなりすぎ、自律神経の動きが鈍

化するためです。クールビズで診察室は２６～２８度にしてありますが、昼間に外出する機会が多くなったた

め車で熱せられ、冷房の効いている外出先ではグーと冷やされて、また帰りに熱せられ診察室でぐたっと

なっています。また暑いからと言って、冷たいものを飲食し過ぎると、内蔵の温度が下がり、消化吸収がうまく

いかなくなります。その結果、体のバランスを乱すいわゆる「夏バテ」にかかってしまいます。 

  

 省エネ文章では申し訳ありませんので、昨年度のシルバー川柳を紹介します。毎年老人ホーム協会が主

催で川柳を募集していますで、応募されたらいかがでしょうか・・・ 

  

  

       とって見てやっぱり解らん年の功         （福岡県 91歳 男性） 

      千の風きいて買おうか迷う墓           （北海道 46歳 女性） 

      その昔惚れた顔かと？目をこすり         （北海道 76歳 女性） 

      一日は長くて一年矢の如し              （大阪府 61歳 女性） 

      無病では話題に困る老人会               （千葉県 74歳 男性） 

 

嘱託医  米田 勝紀 

夏バテについて 
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７、職員研修実施内容 

   施設内研修  

 笑う介護士     袖山卓也氏 4回 

         排泄ケアについて  一海看護師 

    施設外研修 

         ターミナルケアおよび食事・入浴・排泄 

          移乗の基礎訓練 

         ユニットケア全国セミナー 

         機能訓練について 

         認知症の理解と援助について 

         三好春樹のなるほどなっとく介護実技学習会 

         栄養ケアマネジメントについて 

         介護サービス苦情・事故事例活用研修会 

         看護リーダー養成研修 

         コミュニケーションスキルアップ研修 

         スーパーバイザー養成研修 

         認知症予防レクレーション 

         災害時における給食、施設での対応 

         一人浴の進め方と実技 

         ケアマネジメント、ケース別問題 

         転倒予防 

         誤嚥性肺炎、リハビリテーション研究会 
            他 

      

  防災委員会           随時第 2月曜日14時より 

  給食委員会            毎月第 1火曜日14時より 

     始   業 終  業   休    息 

  日   勤     早 番 6：30    15：30   交替で１時間 

    日  勤     平 常 8：30    17：30  12：00～13：00 

日  勤 

  

   遅 番 

 （介護職） 

 

  13：00    22：00 交替で１時間 

  
日  勤 

  

   遅 番 

 （看護職） 

    10：00   19：00   交替で１時間 

  
  夜   勤    夜 勤     21：45 

 

6：45   交替で１時間 

＊資格所有者数  

      介護福祉士             13名 

      2級ホームヘルパ―         32名 

      介護支援専門員           3名 

      社会福祉主事任用資格         6名      

            看護師                4名 

      准看護師                 2名 

            歯科衛生士              1名 

       栄養士                 1名 

5.勤務体制 

８、行事実施内容 
 全体行事 

   新春お茶会、かくし芸大会、 バイオリン演奏、マジックショー、 

  音楽療法、フラダンス、ゴスペル、アニマルセラピー、 

 オカリナ演奏会、お琴演奏会、大正琴演奏会、 

 カラオケ大会、歯磨き名人表彰 、県健康福祉部モデル事業口腔ケア、 

  文化祭コンテスト、幼稚園保育園児の慰問、 

  川越町朝日町福祉祭へ参加  など 

  

ユニット内行事 

     誕生日会、お花見、お茶会、花火会、夏祭り、ショッピング、 

 運動会 、カラオケ大会 、クリスマス会 など 

  （看護職遅番担当者は帰宅後、夜間オンコール体制に入る） 

  宿直者は17時30分から8時30分であるが、介護職遅番勤務者が帰 

  った後、約22時30分頃より宿直室にて就眠可、朝は介護職早番 

  勤務者が出勤する前に起床し、夜間出入口を開ける。 

   用務（掃除洗濯）担当者は午前または午後３時間ほど2～3名が 

  出勤する。 

       

６、各種専門委員会 

   入所判定委員会、ユニットリーダー７名、看護リーダー１名、           

生活相談員、ケアマネ、施設長, 施設外委員 

   身体拘束委員会   委員4名（看護師含む）、生活相談員、 

  ケアマネ、施設長       

褥瘡委員会     委員4名（看護師含む）、栄養士、 

 ケアマネ、施設長 

      感染症防止委員会 委員4名（看護師含む）、生活相談員、 

      ケアマネ、 施設長 

    事故防止委員会  委員4名、生活相談員、ケアマネ、施設長 

  防災委員会      委員4名、生活相談員、施設長 

  給食委員会     委員4名、生活相談員、ケアマネ、施設長 

施設内クラブ活動 

    太極拳、書道、お花 

 

給食行事 

 6月16日開所記念、新年、節分、雛祭り、こどもの日、七夕、 

 お月見、クリスマス 
 

   ９、防災訓練、健康管理 

     防災訓練（朝日川越消防署） 

       H19.2．27 防災訓練ビデオによるお話、消火栓・消火器訓練 

       H19.12.16 夜間想定の消火・避難・通報訓練 

    

 

職員健康診断 

    H19. 4.26 夜勤者対象健診 

     H19.11.15  職員（常勤、パート、宿直、用務など全員）健診 

 

入所者検診 

随時行っている 

（体重。身長、レントゲン、血液検査、尿検査、など） 

 

10、職員会議の開催 

  リーダー会議  毎月第２木曜日 

   理事長、施設長、ケアマネ、栄養士、各ユニットリーダー、 

 看護リーダー 

ユニット会議 

   毎月1回、各ユニットで開催 

専門委員会 

  事故防止検討委員会  毎月第１金曜日14時より 

  感染防止委員会      随時第１火曜日14時より 

  身体拘束廃止委員会  毎月第 1木曜日14時より 

  褥瘡予防委員会     毎月第１月曜日14時より 
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