
職員間の連携と情報伝達について

～情報伝達方法の統一とフロア間の円滑な情報交換を目指して～

社会福祉法人　共済福祉会

　特別養護老人ホーム　伊豆白寿園

　　ケアワーカー　　石井　輝

伊豆白寿園の概要

　所在地　　静岡県田方郡函南町平井７５０

　施設種別　特別養護老人ホーム

　開設年月　昭和５３年６月

　定員数　　入所者　７０名　ショートステイ　１０名

　特　徴　　建物は従来型の施設ですが、３つのユニット

　　　　　　に職員を固定し、利用者との心とこころの触

　　　　　　れ合いを重視しております。

伊豆白寿園の運営体制

施設長　　　　　　　　　　　　　　

　　　総括担当係長　

　　　　生活相談員

　　　　施設ケアマネージャー

　　　　機能訓練指導員

　　　　管理栄養士

　　　介護係長　　　　　　　　　　

　　　　ユニットリーダー（主任）　
　

　　　　介護職員　　　　　　　　

　　　看護係長

　　　　看護職員

　　　業務管理担当

　　　　事務員

　平成２１年度　

　研究グループ「研修班」の活動テーマ

　Ｈ２１年度新メンバー７名はＨ２１．３月に決定していた

ため、活動を３月より開始した。活動テーマの対象範囲は施

設での利用者の日常生活や業務における課題や問題点とした。

施設での課題の把握

　　時期：平成２１年３月実施

　　

　　方法：聞き取り調査

　　　１．対象者･･･全職員

　　　２．内　容･･･施設での利用者の日常生活や　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　業務における課題や問題点は何か？
　　　　

１－①　聞き取り調査結果

　稼動バランスが要因として挙がっているもの
　

　・もっと訓練を行っていきたい。

　・利用者とのコミュニケーションを図りたい。

　・余暇活動の充実を図りたい。

　・ゆっくりと利用者と話す時間を作りたい。

　・記録する時間をもちたい。

　・余裕をもって介護をしていきたい。



１－②　聞き取り調査結果

　個別処遇（ケアプラン）に関すること
　

　・ショートステイ利用者の環境づくりに努めたい。

　・ケアプランに沿った処遇展開を図りたい。

　・対応が難しい方の支援方法を工夫していきたい。

　

１－③　聞き取り調査結果

　連携不足が要因として挙がっているもの
　

　・適切に情報の共有を図りたい。

　・連携を図り、団結して物事に取り組みたい。

　・決定事項が徹底できるようにしたい。

　・ユニット間他部所と円滑に連携、情報共有を

　　　　　　　　　　　　　　　　　図っていきたい。

　・コミュニケーションを蜜にし、お互いに

　　　　　　　　　　　　信頼し合える関係にしたい。

聞き取り調査　分析結果

連携不足に焦点を当てて取り組むことにした

「連携不足」に関する詳細を把握
　　　　　　　　　するための再調査

　　時期：平成２１年６月実施

　　方法：聞き取り調査

　　　１．対象者･･･全職員

　　　２．内　容･･･

　　　　１）連携不足と感じていること

　　　　２）具体的にどんなことで困っているか

２－①　聞き取り調査結果

ユニット内に関する項目
　

　・ユニットリーダーにもっと相談し意見を伝えたい。

　・ユニット内での職員同士の声かけを充実させたい。

　・申し送りでの情報をリーダーから伝えたい。

　・ユニット会議の回数を増やしたい。

２－②　聞き取り調査結果

施設全体に関する項目
　

　・報告・連絡の漏れをなくしたい。

　・言った、言わないをなくす為、申し送りの徹底や

　　記録を残したい。

　・委員会のあり方、内容の進め方に、現場の意見も

　　参考にしてほしい。

　・連休中の緊急時の連絡体制を知りたい。

　・１Ｆの掲示板をゆっくり読みたい。



２－③　聞き取り調査結果

　他ユニットとの連携に関する項目
　

　・他ユニットと協力しあい、利用者対応していきたい。

　・他ユニットの利用者の様子を知りたい。

　・問題の共有を図りたい。

　・共通の意識を持って業務をしたい。

２－④　聞き取り調査結果

ショートステイに関する項目

　・居室変更時、連絡をスムーズに行ないたい。

・ショートの予定表が差し変わった事にフロア職員
　　が気がつかないことがある。
　
　・ショートについての情報を早くほしい。

聞き取り調査分析結果
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ユニットリーダー会議とは・・・

施設には３つのフロアが存在し、それぞれのフ
ロアにユニットリーダーが配置され、フロアの
管理と職員の育成を担っている。

ユニットリーダーが集まり、介護現場全体の課
題への取り組みやフロア間の情報交換を図る場
としている。

ユニットリーダー会議は月１回開催している。

ユニット会議とは・・・

３つのフロアの職員が参加し、フロア内の課
題解決、情報共有等意見交換を行なう会議で
ある。

研修班とは・・・

・白寿園では、『食事』『排泄』『入浴』『研修』の

　４つの班があり、全職員がどれかの班に所属するこ
とになっている。

　その中で、『研修班』は施設全体の課題解決に向け
て取り組みを行う班である。

ユニットリーダー会議での取り組み

１　リーダー会議で取り組む内容の要因について検討

　　する。

２　要因に対する対策案を立案する。

　　　　⇒5つの案が挙がった。

3　5つの案の内、効果的かつ能率的な案を採用する。

　　　　⇒ワーカー情報連絡会を開催

ワーカー情報連絡会の開催にあたり

　限られた時間の中で行なう職員会議や、ユニット内
の情報交換を行なうユニット会議だけでは・・・

　

　ワーカー同士の情報交換の場がなく、他ユニット
の職員と協力体制をとることが難しい。

ワーカー情報連絡会の内容

１　全ケアワーカーを9つのグループに分ける。

　　　　　　　　　　　　（１グループ３名）

　　　　　⇒少人数制の会議体を目指す。

２　職員に取り組みたいテーマを事前に考えてきて

　　もらう。

　　　　　⇒時間短縮と意見交換の充実を図る。

３　各グループでテーマについて話し合い、自由な

　　意見交換を行なう。



ワーカー情報連絡会を開催

《職員からの声》

・日頃感じていることや問題点を把握することができた。

・他ユニットの職員と意見交換することで、情報の共有

　を図れた。

　《平成２２年度》

得られた課題に取り組んでいる。また、ワーカー情報

連絡会を必要に応じて開催することにした。

ユニットリーダー会議での取り組み
　　　　　　（まとめ）

ユニット会議での取り組み

ユニット内の情報伝達方法及び流れの見直し

１.申し送り伝達ノートの活用方法の統一

２.各ユニットのホワイトボード管理方法の統一

研修班での取り組み－Ⅰ

　　　　　全体周知用ホワイトボードの見直し

　問題点
　　・利用者対応の重要な周知や指示を見落としてしまった。
　　　　例）退院後、ＡＤＬの低下があり歩行時や立ち上がり時
　　　　　　不安定になり、転倒の危険性があるとのことだったが
　　　　　　全職員に周知が行き届かず、転倒されてしまう。
　　・緊急の会議等の情報を見落としてしまった。
　　　　例）急遽、会議を開催することになったが、周知文書がどこに
　　　　　　貼ってあるかわからず、会議に遅れる職員が多くいた。

　　　　限られたスペースで職員が見やすく、
　　　 一目見ただけで最新情報を確認できるようにする

研修班での取り組み－Ⅰ
《従来のホワイトボード》

研修班での取り組み－Ⅰ
《従来のホワイトボード》　拡大図

研修班での取り組み－Ⅰ

本日から 一週間 期限付き

《改善後のホワイトボード》　

周知日からの書類を貼る。
周知日を過ぎたら、『一週間』
『期限付き』
の欄へ移動します。

『本日から』欄から移動して
きた書類を一週間貼ります。
一週間を過ぎたら、周知済み
ファイルに綴じておきます。

『本日から』欄から移動して
きた書類を期限まで貼ります。
期限日を過ぎたら、周知済み
ファイルに綴じておきます。

６/３ ６/２５



研修班での取り組み－Ⅰ
《改善後のホワイトボード》

研修班での取り組み－Ⅰ
《改善後のホワイトボード》

　全体周知用ホワイトボードの

　　　　　　　　活用方法の見直し

利用者に関する情報が一目でわかるようになった。

緊急の周知文章もわかりやすく、伝達ミスが少なくなった。

研修班が実施状況をみながら必要な改善を加えていく。

研修班での取り組み－Ⅰ

《職員からの声》

《平成22年度》

研修班での取り組み－Ⅱ
　　　　　　ショートステイ利用者情報の共有を図る
問題点
　・フェースシートはケース記録に綴じてあるが、情報が古い。
　　　　例）フェースシートの情報は、食事形態が普通食になっていたが、１ヶ月
　　　　　前から飲み込みが悪く、水分にトロミをつけることになっており、
　　　　　その情報を確認できるものがなく、普通食で提供してしまった。

　・ショートステイ利用者の使用物を確認する物がない。
　　　現在、ショートの方が入所する前日に居室を準備しているが、個々の使用物
　　（エアーマット、テレビ、Ｌ字バー）は特に文面化されておらず、職員の頭
　　 の中に入っている為、職員によって準備されていないことがある。その為、
　　 利用者に不快な思いをさせてしまった。

フェースシートとは別に利用者のＡＤＬや準備物品を一目で確認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できる書類を作成する。

主食 米飯 粥 ペースト トイレ Ｐトイレ 尿器 オムツ

副食 普通 砕細 細砕 オムツ 紙パンツ 布パンツ パット

汁物 普通 砕細 細砕 トイレ Ｐトイレ 尿器 オムツ

牛乳
ホット

アイス
オムツ 紙パンツ 布パンツ パット

その他

場所 普通浴 特浴 状態 独歩 杖歩行 歩行器 車椅子

変更者 ショート担当

変更者 ショート担当

変更者 ショート担当

変更者 ショート担当

変更者 ショート担当

　Ｈ．　　．　　．

Ａ Ｄ Ｌ 変 更 情 報

初回記入日　　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

ショートステイ利用者ＡＤＬ確認表（案）

利用者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

居室環境の配慮、注意点を記載する

　□　Ｐトイレ

ベッド回りの環境

床頭台、ベッド柵の位置等を記載する

　Ｈ．　　．　　．

　Ｈ．　　．　　．

　Ｈ．　　．　　．

　Ｈ．　　．　　．

　□　アセパス

家族の意向

項目 変更日変更内容 確認印

　□　エアマット

備考

日中の様子

夜間の様子

睡眠状況を記載する

過ごし方を記載する

　□　ツートン

（　右　・　左　）　□　リモコン付きＴＶ

　□　一般有　・　無

オムツ（　Ｓ　Ｍ　Ｌ　）
紙パンツ（　Ｓ　Ｍ　Ｌ　）

備考

排泄

移動の状況を記載する

　□　Ｌ字バー

移動
備考

麻痺の有無 マットレスの種類必要物品

個浴（リフト）

入浴
備考

入浴の状況を記載する

食事

水分、汁物トロミ（有・無）（硬く・ゆるく）
経管栄養　入歯（有・無）

備考

夜間

日中
食事

形態

10時

水分

コーヒー牛乳

（　　　　　　　　　　　　　　）

研修班での取り組み－Ⅱ

ＳＳ利用者のＡＤＬ表の作成

《平成22年度》

平成22年７月より表を活用し、効果や管理状況を
追いながら見直しを図っていく。



取り組みの効果
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《平成21年6月調査結果》 《平成22年6月調査結果》
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ご清聴ありがとうございました


