
～２９人の声を、願いを、大切にしていきたいから～

地域密着型特別養護老人ホーム「平成の杜」 平成23年5月オープン

★２９床 ＋ ショートステイ５床

併設施設

★養護老人ホーム５０床 ＋ ショートステイ２床

★小山町地域包括支援センター

★デイサービスセンター 定員３０人

感染防止

集団生活

決まりだらけの
生活

事故防止

施設の暮らしの中でも

～ 生活に潤いを届けよう ～

ひと月に一度くらい何かお楽しみがあれば、施設の生活に潤いを感

じられるだろうか・・・・

• 施設入所前と後、暮らしの違いは？？

• 自分なら何を生活の潤いと考えるか？？

• 何ができるだろう？？

身体拘束廃止委員会 平成２４年７月分

氏名 欲求、訴え 達成日 予定

1 チョコのソフトクリームが食べたい 達成

2 マグロ丼が食べたい 達成 10月の遠足

3 茶色のチョコレートが食べたい 達成 おやつ時に召し上がる

4 うなぎが食べたい 達成

5 寒い 達成 温かく

6 美味しいお水が飲みたい 達成 町からの配給で対応

7 冷やし中華が食べたい 達成 栄養士に相談

8 お寿司が食べたい 達成 10月の遠足
9 ない

10 金山寺味噌が食べたい 達成 栄養士に相談

11 梅干しが食べたい 達成 栄養士に相談

12 二人の子供に会いたい 達成 相談員からＦａへ

13 やりたいことはいっぱいあるけど、、、だめだよ 達成

14 大根と里芋の煮物が食べたい 達成

15 かんぴょう巻きが食べたい 達成

16 ない

17 お寿司が食べたい 達成

18 外出してうなぎが食べたい 達成

19 鬼平犯科帳が観たい 達成 ゲオへ外出しレンタル

20 あんぱんが食べたい 達成 おやつ時に召し上がる

21 お寿司屋さんのお寿司が食べたい 達成

22 娘さんに会いたい 達成

23 バニラアイスが食べたい 達成 おやつ時に召し上がる

24 食パンにチョコを塗って食べたい 達成 おやつ時に召し上がる

25 アイスが食べたい 達成 おやつ時に召し上がる

26 ひ孫に会いたい 達成

27 うなぎが食べたい 達成

28 10時に少しお菓子が欲しい 達成 園長と検討

29 お寿司が食べたい 達成



身体拘束廃止委員会 平成２５年８月分

氏名 欲求、訴え 達成日 備考(予定)
1 お寿司が食べたい 10/31 魚がしに外出

2 お寿司が食べたい 9/18
3 お寿司が食べたい 10/30 魚がしに外出

4 お寿司が食べたい 10/30 魚がしに外出

5 お寿司が食べたい 9/18
6 外出してお寿司が食べたい 9/3
7 外出してお寿司が食べたい 9/3
8 外出してお寿司が食べたい 9/3
9 鉄火丼が食べたい 9/26 魚がしに外出

10 マック月見バーガーセット（コーラ）が食べたい 9/15 8/23～9/26まで
11 桃が食べたい 9/22
12 天ぷらうどんが食べたい 10/9 足柄ＳＡに外出

13 うなぎが食べたい 10/25 山城に外出

14 外出してうなぎが食べたい 10/25 山城に外出

15 家へ帰りたい 9/22
16 釣りに行きたい 10/8 裾野フィッシングパークに外出

17 たくさんファミレスに外食したい 10/8 ビッグボーイに外出

18 果物が食べたい 9/22
19 まぐろが食べたい 9/26 魚がしに外出

20 美味しいコーヒーが飲みたい 10/30 コメダ珈琲へ外出

21 自宅を見に行きたい 9/28 Ｆａ対応

22 退院したい 10/23
23 豚骨ラーメンが食べたい 11/6 丸源に外出

24 洋画が観たい 達成

25 杏仁豆腐が食べたい 8/26
26 娘さんに会いたい 9/13
27 茄子の味噌煮が食べたい 9/22 家族に依頼済

28 洋食が食べたい 10/4ｆａに依頼 入院中

29 家に帰りたい 入院中

問題点
• 「好みの食事をたくさん召し上がった後は下痢をしてしまう！」

• 「ひと月に一度でも、高カロリーの食事は太らせてしまう！」

• 「毎月なんて贅沢だ！大変だ！毎月なんて必要ない！」

• 「やめてもらいたい！」

・・・などの声が、委員会の職員以外から多く聞こえてくるようになり、

また、食事変更や外出の連絡不足が生じてしまいました。

何かに付け、委員会の職員（３人）が肩身の狭い思いをし、

こんなにご利用者様に喜んでいただいているのに、

続けていくのがつらい・・・

でも、続けたい！！



解決方法

全員の職員に関わってもらえるように、

担当制にしよう！

身体拘束廃止委員会 平成２８年 ５月分

氏名 担当職員 欲求、訴え 達成日 備考(予定)
1 小野寺 お寿司が食べたい 5/29
2 〃 お寿司が食べたい 6/2
3 〃 牛丼が食べたい 5/25 すき家
4 大野 甘い物が食べたい 5/23 シャトレーゼ リエム
5 〃 お寿司が食べたい 5/29
6 〃 お寿司が食べたい 5/29
7 片山 ケンタッキーのチキン2Ｐ 6/2
8 〃 お寿司が食べたい 5/29
9 〃 煮物が食べたい 5/24

10 湯山 うなぎが食べたい 5/31 すき家
11 〃 プリンが食べたい 5/29
12 橋本 ケーキが食べたい 5/23 モンブラン
13 〃 うどんが食べたい 5/24
14 〃 フルーツゼリー 5/24
15 大池 まぐろのすきみが食べたい 5/29
16 〃 まぐろのすきみが食べたい 5/29
17 〃 お寿司が食べたい 5/29
18 岡 天ぷらが食べたい 5/31
19 〃 お寿司が食べたい 5/29

20
〃 うなぎが食べたい 5/25
〃 ソフトクリームが食べたい 5/23

21 松本 お寿司が食べたい 6/6

22
〃 天丼が食べたい 5/31
〃 ソフトクリームが食べたい 5/23

23
〃 お寿司が食べたい 6/2
〃 ソフトクリームが食べたい 5/23

24 楠間 かつ丼が食べたい 5/31
25 〃 入院中
26 〃 外食（魚がし２代目）と塗り絵の買物に行きたい 6/1 施設長に依頼
27 勝又 ＤＶＤ ｴﾈﾐｰﾗｲﾝﾈｲﾋﾞｰｼｰﾙｽﾞ最前線 5/30
28 〃 ＤＶＤ サスペンス ４デイズ ソウ３ ｱﾒﾘｶﾝﾊｯｽﾙ 5/30
29 〃 マック チキンフィレオセット コーラ 5/12

改善後
• 担当制 ⇒ 大成功！

• 「利用者さんの笑顔のために！」という気持ちの芽生え

• 喜ばれる、ありがとうの言葉にやりがいを感じる！

• 職員のモチベーションＵＰ！

• ご利用者様との信頼関係構築

• 普段の生活の中でも、その方のためにという視点、思考が自然に身に付くよう
になった！

これからの課題

•目に見えない経費がかかっている

•要望のマンネリ化

•アルバム作りの推進



「人が人に対して行う介護の仕事は、一人ひとり

の人生と寄り添いながら、喜びや悲しみを共に

わかちあえる尊い仕事であり、それだけにあた

たかい心と専門的な技術が求められるやりがい

のある仕事です」

これからも２９人の声を、大切にしていきたい…

ご清聴ありがとうございました！


