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社会福祉法人 遠江厚生園

特別養護老人ホーム 遠州の園

既存施設からユニット型への移行期間

取り組みと検証

特別養護老人ホーム 遠州の園

入所定員 １００名
短期入所 １２名
デイ ４２名

施設の沿革

昭和54年 10月 法人認可
昭和 55年 ６月 特別養護老人ホーム50床開設

ショートステイ8床併設
昭和61年 ４月 特養50床増築（定員100名）
平成１年 4月 デイサービスB型（一般型）開設

４年 ２月 ショートステイ４床増床（１２床）
７年 ４月 デイサービスE型（認知症型）開設

平成12年 ４月 介護保険事業開始
平成18年 ４月 地域包括センターの設置及び受託運営開始

施設概要
当園は磐田市のサッカー施設
「ゆめりあ」やジュビロ磐田
大久保練習場などのスポーツ施設
と緑豊かな自然に恵まれた環境の
中にあります

施設所在地（現在）

社会福祉法人 遠江厚生園
特別養護老人ホーム 遠州の園

静岡県磐田市大久保８９１－１３

新築移転先

磐田市大久保 ５２２－１

運営方針

ご利用者の心身の状況に合わ
せた個別の介護を基本に、
自立を促しながら日々の生活
が生きがいがあるよう援助す
る。

多くのボランティアを積極的
に受け入れご利用者との
触れ合い交流を深める。

施設は地域の重要社会資源で
あることを認識し、地域福祉
サービスの充実に努める。

新施設移行に伴う社内的な準備 （平成22年度より準備）

・ご家族への説明
・職員募集
・リーダー研修への職員派遣
・パソコン導入
・リーダー選出基準の策定
・出勤時間の変更
・職員配置の見直し

業務としての準備

・リーダー選出
・職員割り振り
・入居者の割り振り
・業務の見直し

・夜勤勤務時間の変更（16時間拘束を8時間へ）介護

・ローテーションの見直し
・個別介護への職員の意識付けと教育

混 乱

不 安

今までの施設内の状況

ハード面

１、大きな食堂

２、共同トイレ

３、お風呂場

４、洗濯室

平成23年6月 出勤時間の変更、夜勤時間の変更発表
(ローテーションの変更)

AB棟 ５０人＋ショート12人
CD棟 ５０人

７月 各棟をグループ分け

ワーカーをユニット分け

＊ 見えてきた課題
集団処遇から個別ケアへ
職員一人ひとりの技術の向上
コミュニケーション能力、優先順位、判断力

平成24年2月 暫定ユニットリーダーからリーダー選出へ
ユニットメンバー構成の発表

４月 新ユニットとして始動
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実践、１ 平成23年度６月よりの具体的取り組み

• フロアーをユニットに分割

・ 入所者１０人前後に対して

職員を１ユニット４～６人配置

・ リーダーの教育

・ 業務の見直し

入浴方法

おむつ交換

食事介助

・どのように分けるか？

・職員数の不足、

・何から教えていくのか？

・急な抜擢での戸惑い

・抜けられない集団介護

工事は進み現実のものとなってきました。

具体的な取り組みユニット分け

1A 12名

ⅡA 12名S12名 B12名 ⅢA8名

ⅢC8名、ⅡC8名、ⅠC10名
ⅢD10名、ⅡD8名、ⅠD10名

pink 旧AB棟 GREEN旧CD棟

具体的な取り組み
食事場所と食事介助

具体的な取り組み
食事場所と食事介助

広い食堂をテーブルごとにわけ5ユニットで共有

ユニットわけ以前の入浴表

AB棟 月木 午前 特殊浴 それぞれ特殊浴には10～12名
火金 午前・午後 一般浴 器械浴には、午前午後とも

CD棟 月木 午前・午後 一般浴 約20名
火金 午前 特殊浴

具体的な取り組み入浴

ユニットわけ後の入浴表

月木一般浴 午前 2A(4),3A(5),3C(4)/ 午後 1C(5),2D(3),2C(4)
特殊浴 午前 B(4),                     / 午後 2A(4)

火金一般浴 午前 1A(5),B(4),2C(3)/ 午後 1A(4),B(4),1D(2)
特殊浴 午前 1C(2),2C(1),1D(1)/ 午後3C(2),2D(1),3D(1)

水土一般浴 午前 1D(4),3D(6)/午後2A(4),3C(3),3D(3),2D(4)
特殊浴 午前 3A(3)          /午後1A(3)

ワーカー職員への課題に対する取り組み

職員主導の定時誘導、定時交換を
その方個人の定時を探っていく。

「個別介護」の理解と職員の意識改革そして技術の向上が必要である。

他施設へ見学
延べ30名

他施設への研修
延べ20名

社内研修
先生をお招きして

チューター制度（プリセプタ
ーMIX）を導入

リーダー教育
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色見本をみると
益々楽しみになります。
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検証１ 発生不明外傷より

分析

１、平成22年度
ユニット前

２、平成23年度
8ユニット分割時

３、平成24年度
11ユニット分割時

平成22年度は、前年とほぼ同数の発生件数。

平成23年度は ①8ユニット化により責任の明確化
②フロアにいる職員が多かった。（１フロア２～３名）

平成24年度は、①１１ユニット化によりさらに責任の明確化
②配置職員数、職員教育不足、③職員の視点の変化

検証 職員の人数配分と経験年数

正規職員 パート職員 （新） 内3年未満 未経験・学卒新卒

１A ３ ２ ２ ２

2A ４ １ ３ ３

3A ３ ２ ３ ２

B ４ ２ ２ １

S ４ ２ ４ ２

１C ４ ２ ３ ３

２C ４ ３ ２

３C ４ １ ３ ２

１D ４ １ ４ ４

２D ４ ２ ３ ３

３D ４ ２ ２

1A

2A

3A

B

1C

2C

3C

1D

2D

3D

検証ユニットごとの事故件数

ここから読み取れることは・・・？

既存施設とユニット化の比較

一人ひとりがお年寄りと関わる時間が長くなった。

職員一人がその方に関わる時間が明確になった。

お年寄りにより関心がいくようになった。

発見される事故（不明外傷）が増えた。

反面 記録、申し送りの不備により

事故増加につながってしまう。

検証２ お年寄りからの声

１、ワーカーがいない。！！

２、だれが介助してくれるの？

３、どこが自分のグループなの？

４、どうしてかえたの？

お年寄りへの説明が不足

お年寄りの理解がないまま
ワーカーの動きのみに焦点
をあてての急激な変更の断
行

私たちの仕事の意義を再確認

お年寄りなくしては、私たちはありえない。
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課題 お年寄りのためのユニットケアを確立するには。

１、ユニットケアを理解

２、技術の向上

３、優先順位をつけられるか

４、判断ができるか

５、対応能力があるか

６、応用力があるか

７、一緒に楽しめるか

１、傾聴できるか

２、信頼されるか

３、説明できるか

職員教育の
重要性を

確認

検証３ お年寄りの訴え

Tさん（85歳）、Mさん（83歳）、Sさん（85歳）、Iさん（93歳）
以前多かった訴え

「洗濯から衣類が帰ってこない」 「衣類がなくなってしまった」

ユニットにて、個別に家庭用洗濯機で洗濯して、ご本人と一緒に
ご本人の見えるところに干す。

ご利用者の満足 さがす手間の消失

お年寄りの生活の向上 個別介護の実践

結 論

夢を形に！ 私たちの理想の施設を目指して！

今までの介護は
職員の一人の勤務時間 8時間（480分）

480 ÷ 50 ＝ ９．６

これからのユニットケアでは

480 ÷ 10 ＝ ４８

今までだって

お年寄りに対する思いは同じで
あったはず。

それでも一人に関わることが
難しかった。

これからは今までの５倍の時間

いかに有効に関わっていかれる
か、それは私たちの今まで培っ
たすべてが活きてくる。

お年寄りのニーズ 施設のあり方

介護

施設の質の向上はどこを目指すか

遠州の園、今後の課題

直接介助、間接介助、環境整備ができて成り立つ。
またその方の本当のニーズ（心の欲している部分）を探っていく

必要性

ユニットケア＝個人の尊厳を守り、できる部分に焦点をあてできない
部分を援助するケア

それを、施設職員全員が理解し、ケアのスタイルを転換していく。

時間の使い方、人数、理解、介護技術、お年寄りに対する思い、

各専門職が知恵を出し合い 生活を支えていくやる気が重要！

遠州の園、新しい歴史の始まりです。

ご清聴ありがとうございました。

新しい歴史のはじまりです。

ご清聴ありがとうございました。


