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芙蓉園園内改善活動発表会の概要
１．趣

旨

芙蓉会が求める人材像及び育成の一つとして、
「創造的かつ革新的に取組み、自ら行動
する」があります。芙蓉園では、法人の目標に寄与する実践研究を積極的に推進してい
ます。改善活動に取り組む過程で、職員の相互啓発やチームワーク形成を促進し、利用
者サービスの質の向上につながることを期待しています。
２．目

的

（１）日々の実践を社会的価値に高めること
（２）価値の共有化、チームワーク形成と向上を図ること
（３）改善活動を通して専門性やケアの質の向上を図ること
（４）芙蓉会の目標に貢献できる人材を育成すること
３．実施形式
（１）学会形式による発表（パワーポイント使用）
（２）発表時間

１人 18 分（発表１２分、質疑応答など 6 分）

（３）発表内容
① 利用者介護の質の向上につながる取り組みや改善に関すること
② 地域の支え合い活動等、地域福祉の向上への取り組みに関すること
③ 相互啓発、モチベーション・チームワークの向上などに関すること
④ 業務や環境等の見直しによる効率化、省力化などに関すること
⑤ その他、業務改善による介護・福祉の向上に関すること
（４）審査・表彰の実施
① 理事長、園長及び外部委員による審査
② 表彰は、理事長賞、審査員賞、奨励賞の３つ
４．実施概要
（１）日時：平成 30 年 8 月 23 日（木）10：00～14：00（午前・午後の 2 部制）
（２）会場：芙蓉園５階機能訓練室
５．参加のご案内
当日の参加は自由で、公開するものとする
６．事務担当
芙蓉園・総務課

電話：042－796－2736
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次第・発表テーマ・発表者
次

第

開会・挨拶（10：00～）
午前の部
時間

発表テーマ

10：10～ 体も心もいきいき活動
10：28

～楽しみながら体を動かし

所属部署・氏 名
在宅サービス 1 課

笑顔で心もいきいきと！

小林拓郎・三橋淳子

10：28～ 難治性褥瘡の改善を目指して

介護課・機能訓練指導員

10：46

石川彩美

～機能訓練指導員として完治の可能性を信じること～

10：46～ ご利用者の‘できる’を活かそう！

在宅サービス２課

11：04

～少しでも在宅生活を長く続けるために～

近藤

笑顔引き出す「ありがとう」

介護課２階

～活動から得られた２つの効果～

村上

11：04～
11：22
11：22～
11：40

休

昇・齋藤由紀
翠・今野正充

佐藤映奈
アクティビティからＱＯＬの向上を目指す

介護課 3 階

～日常生活における表情、やりがい作り～

神尾晴香・萩原寛介
小山翔太

憩（11：40～12：30）

午後の部
12：30～
12：48
12：48～
13：06

休

調理方法の工夫から、介護食の問題点を改善する

～～嚥下障害があっても、料理を美味しく安全に召し上 橋本明美・川端 彰
がっていただくために～
視覚を活用したコミュニケーション方法

介護課４階

～生活スペースと就寝スペースの区別化～

望月将揮・原嶋慎吾
赤間雄一

憩（13：06～13：26）

表彰式・講評
閉会・挨拶

栄養課

（13：26～13：45

）

（13：45）
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１
主

題

体も心もいきいき活動

副

題

楽しみながら体を動かし 笑顔で心もいきいきと！

活動期間

平成 30 年 5 月～継続

発 表 者

小林拓郎 ・ 三橋淳子（在宅サービス 1 課）

１．

キーワード

改善活動前の状況と課題

体を動かして機能維持を図る

４．取り組みの結果・考察

ショートステイ利用者の中には『もっとリハビ

アンケートによる利用者の感想から「楽しかっ

リ的なことをしたい』という声もあるが、稼働率

た」「またやりたい」などの好感触な反応を得ら

増加、配置職員減少、重度化、周辺症状のリスク

れた。実際、体操やゲームの際に今の動きが体の

マネジメントなどの対応でレクリエーションの

どの部分に効果があるか説明をすると、説明を聞

時間も限られた利用者との活動になっていた。

く表情や、ゲームを楽しんでいる表情から成果が

在宅介護を続けたいご家族にとっても利用者の

あったことが伺えた。

心身の機能維持は期待されていることで、その期

月間予定表やポスターで告知したことで「今日

待にも利用者の声にも応えていく必要があった。 は何をやるの？」といった期待される声が聞かれ
２．改善活動の目標と期待する成果・目的

たり、今まで自室で一人でリハビリに励んでいた

『リハレク』という言葉があるが、専門的には

方が参加してくれるようにもなった。

難しくても介護職の立場でできる活動を、レクリ

活動を行う事で利用者の声に応えたいという

エーションの時間に体を動かすリハビリ的な要

意識が高まった。また活動の内容を通じて職員間

素を取り入れた。

のコミュニケーションが高まり、チームで難しい

利用者に笑顔で楽しみながら体を動かしてもら

課題を乗り越えて成し遂げる喜びを共有できた。

い『また参加したい』と思っていただく。

５．まとめ・結論

３．具体的な取り組みの内容

スタッフが一丸となって活動に取り組んだこ

①『連絡メモ』を作成、チームで意見を出し合っ

とで利用者の参加が増え、活動を楽しんで頂く事

た。

が出来た。今後も継続して活動のバリエーション

②レクの時間(14 時～15 時)にリハビリ的な要

を増やして体操やレクリエーションの幅を広げ

素を取り入れ、A 体操(15 分)、B ゲーム(30

て定着させて、体も心もいきいきした生活を続け

分)、C 軽体操(１５分)という 3 ブロックに分

ていただきたい。

け、体を動かす内容を取り入れた。

６．倫理的配慮に関する事項

③マニュアルを作成、併せてレクの際に必要な物

本研究内容における写真、動画掲載は、ご家族

品を購入。～5 月中旬

様、ご本人様の許可を持って、掲載させていただ

④フロア全スタッフに開示して協力体制を依頼。 いております。
6 月からの月間予定表に記載して利用者へ配

７．参考文献

布、ポスターを作成してフロアに貼りだした。
5 月中旬～下旬

８．提案と発信

⑤実践した職員や利用者を対象にアンケートを

ショートステイではレクリエーションの時間

実施してマニュアルを修正、改善した。6 月～

に楽しみながら体を動かし、笑顔で心もいきいき
となれる体操やゲームを取り入れた『体も心もい
きいき活動』を提供しています。
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２
主

題

「難治性褥瘡の改善を目指して」

副

題

機能訓練指導員として完治の可能性を信じること

活動期間

平成 29 年 5 月～平成 30 年 7 月

キーワード

発 表 者

石川 彩美（介護課 機能訓練指導員）

１．改善活動前の状況と課題

褥瘡・離床時間・コミュニケーション

れた褥瘡も往診医師から完治と認められた。考え

特養入所後、仙骨と尾骨に発生した褥瘡治癒を

られる要因の一つに A 様の年齢が挙げられる。当

目的に入院となったが、回復が思わしくなく、入

施設利用者の平均年齢よりも若く、筋の増強が可

院生活は約 1 年と長期化した。当園へ再入所さ

能であった。また、A 様は人との関わりが好きな

れ、処置の為に褥瘡部をナースが触れても疼痛の

ため、離床時間の延長に伴い他者とのコミュニケ

訴えはなく、深達度も重症化していた。創部の悪

ーションをとれる機会が拡大し、モチベーション

化または感染症が生じた場合は、生命維持が困難

向上に繋がったと考えられる。

となることが予測された。この頃、A 様の表情は

５．まとめ、結論

暗く落ち込んでいる様子で前向きな発言を聞く

血液循環や利用者の残存機能を考慮すること

ことができなかった。私たちはより A 様らしい生

の重要性がわかった。また継続してアプローチし

活を取り戻して頂きたいと考えた。そのためには

続けることで ADL だけでなく、本人の意欲向上

褥瘡の改善が必須事項であると思い取り組みを

に繋がる結果となった。

開始した。

６．倫理的配慮に関する事項

２．改善活動の目標と期待する成果・目的

なお、本研究発表を行うにあたり、ご本人に口

年齢や全身状況を加味し、今までよりも運動機

頭にて確認をし、本研究発表以外では使用しない

会の提供時間を増加し、全身状態を改善すること

こと、それにより不利益を被ることはないことを

ができるのではないかと考えた。また運動機会の

説明し、回答をもって同意を得たこととした。

増回伴い ADL が向上すれば自己決定と自律の回

７．参考文献

復が期待でき、本人の意欲向上が図れると考え

対人援助スピリチュアルケア研究会参考資料

た。

アウェアネス介助論

３．具体的な取り組みの内容

８．提案と発信

利用者 A 様の事例検討

医療と介護の連携は重要度を増している。病院

① A 様の情報共有と課題抽出

だからできること、できないこと、施設だからこ

②

ベッドサイドでの機能訓練

そできることを多職種連携のもと検討し、利用者

③

機能訓練室での機能訓練

の ADL だけでなく QOL を高めることができる。

４．取り組みの結果と考察

特別養護老人ホーム芙蓉園には専門職のそれぞ

再入所当初は、数分間の座位保持すら困難な状

れの強みを活かせる環境があることを再認識し、

況であった。ナース、介護員による創部洗浄や処

今後も園内、ひいては病院との連携を強化してい

置を継続し、機能訓練指導員によるベッドサイド

く。より多くの利用者の ADL もしくは QOL の

ケア、クラブ活動参加を経て離床時間の延長を図

向上を目指していきたい。

った。身体機能的には筋量の増加に伴い座位保持
も上肢支持があれば自立レベル、足部のむくみや
変色も改善していった。その結果、難治性といわ
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３
主

題

ご利用者の‘できる’を活かそう！

副

題

少しでも在宅生活を長く続けるために

活動期間

4 か月（継続中）

発 表 者

近藤

１．

キーワード

自分で行う

昇 ・ 齋藤 由紀（在宅サービス２課）

改善活動前の状況と課題

５．まとめ・結論

デイサービスは自立支援を掲げてはいますが、

ご利用者全員に内容を伝えていくのは難しい

現在は一部の元気なご利用者にしか業務等のお

ことですが、在宅生活を少しでも長く続けていた

手伝いをしていただけていない状態であり、その

だくためにスタッフ同士で良い案を出し合い、一

他のご利用者にもしていただけることを色々模

人でも多くのご利用者にこの活動を通じて生き

索していました。

甲斐を持っていただけたらと思っています。

２．改善活動の目標と期待する成果・目的

６．倫理的配慮に関する事項

ご利用者一人一人が自分でできることを行い、

勿論ご利用者全員ができそうな内容と言って

自分でまだまだやれるということを思っていた

も、すぐにできる方、そうでない方もいますので

だくことを目標として行います。更に言うと、手

その方の認知レベルに合わせてわかりやすく説

伝い等を通じて自分が必要とされているという

明するなどの配慮はしています。

生き甲斐を持っていただければ…と思っていま
す。ご利用者のまだ発見されていない一面も見れ
ると思います。

７．参考文献
特になし

３．具体的な取り組みの内容
今年度は自立支援としてご利用者自身にやっ

８．提案と発信

ていただけることはないかをスタッフにアンケ
ートを取り、できるだけ多くのご利用者にやって
いただけるよう、難しくない内容を考えました。
ひと月に一つずつ項目を増やしていき、年間で
12 項目の内容をやっていく形になります。
※4 月…座布団が必要な方は自分で取りに行く。
※5 月…使用した座布団を自分で返却する。等
４．取り組みの結果・考察
結果としてご利用者にできると思っていた内
容でも、すぐにできたものもあれば中々上手くい
かなかったものもありました。やはり工夫しなが
ら改善していく必要があるとわかりました。
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４
主

題

笑顔引き出す「ありがとう」

副

題

活動から得られた２つの効果

活動期間

平成 30 年５月～７月

発 表 者

村上

キーワード

「ありがとう」活動

翠 ・ 今野 正充 ・ 佐藤 映奈（介護課２階）

１．改善活動前の状況と課題

多くの感謝の言葉を頂いた、また援助時の協力動

現在２階利用者のＡＤＬ・認知力の低下に伴い、 作が増加した。それにより職員を気遣っている利
職員の介助量が増している。多忙な業務の中でも

用者の想いから来る言動に気付き、心の余裕を少

利用者の笑顔を引き出していきたいと考えてい

しながらでも持つ事が出来た。

たが、それと相反して利用者の想いに寄り添えて

５．まとめ・結論

いない日々の声掛けや関わりが生まれてしまっ

ありがとう活動によって、利用者が職員に対し好

ている状況があった。そのため職員の感情を優先

意的にしてくれた行動、利用者からの感謝の多さ

した声掛けを改善する事が課題として挙がった。 に各職員が気付く事が出来た。またミーティング
２．改善活動の目標と期待する成果・目的

時に職員の気付きを共有する事により、「利用者

活動を通し、時間的余裕がない現状においても、 が職員に感謝してくれていて、気遣ってくれてい
職員が心の余裕を持てる事を目指す。限られた業

る」という共通認識がフロア内でも浸透し始め

務の時間の中でも実践しやすい取り組みとして、 た。時間的余裕がない中でも利用者の笑顔を引き
職員から積極的に感謝を伝えるという事（=あり

出す努力をする事により、フロアの雰囲気が職

がとう活動）が最善と考えた。職員がどんな状況

員・利用者にとってより心地良いものとなった。

下においても、より優しい声掛けが出来るように

６．倫理的配慮に関する事項

なる事を期待する。

なお、本研究発表を行うにあたり、ご本人（ご

３．具体的な取り組みの内容

家族）に口頭にて確認をし、本研究発表以外では

①事前アンケートによる各職員の意識調査。

使用しないこと、それにより不利益を被ることは

②２週間、ありがとう活動を行う。

ないことを説明し、回答をもって同意を得たこと

並行してミーティング時に活動による気付きを

とした。

発表し合い、職員の想いをフロア内で共有する。 ７．参考文献
③事後アンケートを実施。

「介護職のための接遇マナーガイドブック」

活動前後で職員の心の変化を評価・検証する。

濱島しのぶ (2008) Kansai 看護出版

④アンケートの集計結果を職員に提示し、活動中

「幸せな職場の作り方」

の職員の心の変化について認識を図る。

大久保亮

４．取り組みの結果・考察

８．提案と発信

この活動によりフロア内で得られた効果は２つ。

(2014) ラグーナ出版

生活の中で、
「温かい気持ちになる多くの言葉」

１つ目は、職員と利用者の密接な関わりの機会が

を利用者が職員に贈ってくれている。その言葉に

増加した。例えば利用者の目線や行動を見て、利

より介護士としての存在意義の再確認、職員のモ

用者のやりたい事を見つける機会が多くなった。 チベーションの向上をもたらす事が出来る。私達
それにより職員が初心に返る事が出来、自分自身

職員は相手を気遣う気持ちや経験を忘れず、今後

の行動・言動を振り返るきっかけとなった。

も職員・利用者が互いに気遣い合える関わりを大

２つ目は、職員・利用者双方で気遣い合っている

切にしていく。そして現在よりももっと笑顔溢れ

事を再認識する事が出来た。例えば、利用者から

るフロアを創造していきたい。
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５
主

題

アクティビティからＱＯＬの向上を目指す

副

題

日常生活における表情、やりがい作り

活動期間

平成 30 年 4 月～

発 表 者

神尾 晴香 ・ 萩原 寛介 ・ 小山 翔太（介護課 3 階）

１．

キーワード

改善活動前の状況と課題

アクティビティケア

様子。フロアでの居場所を感じていなかった利用

規則正しい日常生活の中で、アクティビティが十

者にとって、楽しめる場所を作る事が出来た。

分に提供できず、退屈だと感じている利用者が多

利用者によっては、実施可能な日とそうでない日

くいる。フロア利用者の介護度も重度化し、職員

があり、出来る日は集中して取り組んで頂け、
「楽

は業務中心となり、利用者が楽しめる時間や場所

しかったわ」と笑顔や充実感を感じた様子だっ

の提供をより多く実施する必要があると感じた。 た。しかし、そうでない日には、「あー、私でき
２．改善活動の目標と期待する成果・目的

ないや。難しい」と不安な様子が見られ、取り組

アクティビティに取り組む機会を提供してご利

みも難しかった。状況によって臨機応変に対応す

用者が楽しいと感じ、活気を持てる時間を増やし

る難しさを感じた。

たい。また、関わる職員が、利用者同士の懸け橋

５．まとめ・結論

になることで、コミュニケーションを円滑にし

今回の活動を通して、普段関わりのない利用者同

て、利用者間の関係性を構築する。

士が話している姿や表情の変化を目にする事が

３．具体的な取り組みの内容

出来た。定期的にアクティビティ活動を提供する

アクティビティ作業(①輪っかをつないで作る飾

事で利用者同士の新たな関係性を構築する事が

り物の作成②貼り絵③口腔体操)に取り組んで頂

出来る為、今後もその橋渡しをしていきたい。ま

く。①②では、利用者間の関係性や普段聞かれる

た、活動を行う中で、利用者一人一人の個性を垣

生活への意欲も考慮し、自立度の高い利用者を 6

間見ることが出来た。個性を発揮できる環境をつ

名選出。２つの創作物のアクティビティに取り組

くることで、表情がより豊かになっている様に感

んで頂く。利用者が主体となって取り組んで頂く

じ、職員としても嬉しくやりがいを感じた。

が、作業の合間の難しい所や、困難な様子が見ら

６．倫理的配慮に関する事項

れる所は職員がサポートする。コミュニケーショ

なお、本研究発表を行うにあたり、ご本人（ご家

ンも円滑に行われるよう配慮する。

族）に口頭にて確認をし、本研究発表以外では使

③では、待機時間が長い昼食前の 10 分から 15

用しないこと、それにより不利益を被ることはな

分の時間を活用して、食堂で食事をされる利用者

いことを説明し、回答をもって同意を得たことと

全員を対象に、口腔体操を行う。食事への意欲や

した。

表情の表出に繋げる。

７．参考文献

いずれも、週に 1 回を目安に行なうが、①②に関

なるほど！摂食嚥下障害 嚥下体操。

しては、週に 2～３回行っていく。

監修：浜松市リハビリテーション病院

４．取り組みの結果・考察

８．提案と発信

アクティビティを通し、ご利用者各々の個性を知

今回の取り組みが職員全体に波及することで、

ることができ、理解することが出来た。「つまら

日々の関わりや、楽しみを共有でき、利用者の生

ない。何もやることないんだもん」とおっしゃっ

活の質が上がるだろう。また、定期的に時間を設

ていた利用者が、「こういうのをやるの好き。い

けていくことで、様々な職員が利用者の声を形に

つも誘ってくれてありがとう」と楽しみができた

していくことができると考える。
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６
主

題

調理方法の工夫から、介護食の問題点を改善する

副

題

～嚥下障害があっても、料理を美味しく安全に召し上がっていただくために～

活動期間

平成 30 年 12 月より

発 表 者

橋本 明美 ・ 川端

キーワード

美味しい介護食

彰（栄養課）

１．改善活動前の状況と課題

を考え、献立がどの料理に近いかを考慮し、介護

特養の利用者 189 名中、口から食事を召し上
がっている方は 182 名で 96％を占めている。

食を調理加工する事とした。
４．結果・評価・結論

しかし、食材の形がわかる常食（一口大を含む）

15 種類の基本レシピを活用することで、加水

の方はわずか 55 名で 30.3％に過ぎない。栄養

量を減らす事ができた。料理による仕上がりのム

課として利用者にこうあって欲しいと望む事は、 ラは明確に減少している。また、懸念されていた
1.美味しく召し上がって欲しい、2.栄養学的に充

介護食の味の変化も少なくなった。同様に、栄養

分召し上がって欲しい、3.食事によって誤嚥や窒

価の低下も抑える事ができた。以前と同様にプロ

息を回避して欲しい、ということである。すなわ

テインパウダーを添加し、タンパク質や亜鉛の強

ちこの 3 点を解決するには、70％を占める介護

化も図っている。

食の調理方法を見直し、工夫する必要があると感

５．まとめ、結論

じた。なお、食事形態を細かくするための加水は

町田市栄養士会高齢者部会でも、介護食を作る

必要であり、加水しない調理は不可能である。ま

際の加水による問題は認識されていたが、どの施

た、食材を細かくするとまとまりにくくなり食べ

設でも一定のルールは無く経験に基づいた調理

辛くなる。同様に口腔内でも食塊を作りにくいた

をしていた。しかし、前述したように 15 種類の

め、トロミ剤は必須である。

基本レシピを利用することで、同等の味や栄養価

２．改善活動の目標と期待する成果・目的

に近づけた料理を提供する事ができるようにな

摂食・嚥下障害のある方は誤嚥・窒息といった

った。食材の原型が小さくなるにつれ、見た目か

問題の他に低栄養・脱水といった摂取量不足の問

らはどのような料理なのかわかりにくくなるが、

題も挙げられる、また、食事の形態が細かくなる

加水量をできるだけ少なくする事で美味しさの

につれて、
「食べる楽しみ」の阻害がある。

損失は少ないと言える。

食べるという事は、味覚の楽しみだけではな

常食から刻み食に変更した利用者に感想をき

く、自分は食べられるという喜びにもつながって

いてみると、「今まで介護食を食べる事に抵抗は

いる。そこで、介護食を常食と同等の味や栄養価

あったが実際に食べてみると美味しいし、食べや

に近づける事が栄養課の責務であり、食事形態を

すく胃がもたれる事も無くなり良かった」という

変更しても利用者の身体機能や状態を維持でき

意見をいただく事ができた。

ることが理想の食生活であると考えた。

６．倫理的配慮に関する事項

３．具体的な取り組みの内容

個人情報に配慮し発表により不利益が生じな

調理作業の基本は焼く、蒸す、煮る、炒めるで
あり、主菜は肉、魚が主である。しかし、副菜に

いようにした。
７．参考文献

は水分の多い食材、煮汁を加えるもの、調理後に
食材から水分が出るものと種々の組み合わせが

引用文献および参考文献なし。
８．提案と発信

ある。従来は感覚的に出汁や煮汁、トロミ剤を加
えて粘性を調整したが、15 種類の基本レシピ

今後も食事の改善から、食生活を豊かにしてい
きたい。
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７
主

題

視覚を活用したコミュニケーション方法

副

題

～生活スペースと就寝スペースの区別化～

活動期間

平成 29 年 10 月～

キーワード

発 表 者

望月 将揮 ・ 原嶋 慎吾 ・ 赤間 雄一（介護課４階）

１．改善活動前の状況と課題

コミュニケーション・居室レイアウト

用されていた。ベッドマットを半減することで就

A 様は在宅時より認知症を患っており、危険予

寝スペースの意識付けを行った。

測が困難で転倒歴が多く入所直前に他施設で転

③居室スペースの変更

倒し頭部を 9 針縫う事故があった。
また現在 104

安心して生活して頂く為に、A 様が好きな外の景

歳という超高齢者であり、高度難聴でコミュニケ

色が眺められるよう居室内のレイアウトを変更

ーションがとりづらい状況であった。職員が説明

した。

しても理解して頂けず、拒否されることもあっ

④就寝スペースとの区別化

た。職員は A 様に頑固な印象を抱いており、苦手

就寝スペースと生活スペースを見分けるように

とする者もいた。意思疎通が図れない為、介助拒

した。その結果、食堂や受傷防止用のベッドマッ

否があると考え、まずはコミュニケーションの円

ト上で寝る事があったが、就寝スペースでのベッ

滑化を課題とした。

トマットで就寝される事が多くなった。

２．改善活動の目標と期待する成果・目的

５．まとめ・結論

難聴でコミュニケーションが難しい方に、視覚

コミュニケーションが可能になる事によって

的にアプローチし、ご本人様と職員との関係性の

ケアが今までより安全、スムーズに行える様にな

構築を行う。コミュニケーションを図れる事で拒

った。A 様の意思を尊重できるようになったこと

否されていた生活面（主に排泄・就寝スペースの

により不安が軽減され不穏な状態になりにくく

理解等）の介助が円滑になることで A 様の衛生面

なったと考える。

の保持も期待できる。

６．倫理的配慮に関する事項

３．具体的な取り組みの内容

本研究を行うに当たりご本人に筆談にて確認

①活動初期段階⇒パソコンで作成したメッセー

をし、本研究以外では使用しない事、それにより

ジボードの使用とジェスチャー（視覚的アプロー

不利益が被ることはないことを説明し回答をも

チ）の実施。

って同意を得たこととした。

②活動中期段階⇒居室内のベッドマット半減

７．参考文献

③活動修正段階⇒居室レイアウトの変更

介護現場で使えるコミュニケーション便利帖

④活動最終段階⇒就寝スペースの区別化

尾渡順子著（翔泳社）

４．取り組みの結果・考察

８．提案と発信

①視覚的アプローチの実施

認知症と難聴がありコミュニケーションがと

特に排泄介助と A 様の居室内清掃がスムーズに

りにくい方に筆談やジェスチャーだけでなく環

行える様になった。A 様の意思を尊重することが

境設定も含めた視覚を活用するアプローチの仕

出来るようになった為、施設での生活という慣れ

方は有効だった。また環境設定はリスクマネジメ

ない環境での不安を軽減する事が出来た。

ントの観点だけでなく、利用者のより充実した空

②居室内のベットマット半減

間や個性を表現できる空間として、見直すことで

A 様の居室内に受傷予防目的で敷き詰められて

より多くの利用者が「その人らしい生活」ができ

いたベッドマットが、一面就寝スペースとして使

るきっかけになると考える。
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表彰審査の実施内容

１．表彰審査の考え方
（1）改善活動の動機、取り組む姿勢、業務改善の成果・効果を評価し、さらなる改善
動機の向上につなげる
（2）改善活動としての方法・手法やプロセスを評価し、科学的・分析的手法の向上を
図ることで、さらなる業務の効率化、サービスの質の向上につなげる
２．審査項目と評価の視点
（1）主題（サブタイトルを含む）の妥当性
実践・研究内容を的確に表していて、興味・関心がもたれる表現になっているか
（2）改善活動の価値性
改善活動テーマ選定の着眼点、取り組み方法の意義、考察の視点、また研究内容
が、それぞれの事業活動や実践活動によい影響を及ぼすと期待できるか
（3）改善活動の正確性と深度
改善活動の取り組み方法、例えば課題解決のプロセスが、根拠に基づく基本的な
分析的手法を踏まえているか、問題点をどの程度掘り下げて検討したのか
（4）プレゼンテーション能力
論旨の明快性、資料（パワーポイントも含む）の正確性、説明方法の明確性等
３．審査方法
（１）「芙蓉園園内改善活動発表会審査票」の点数の合計点を算出する。（１次審査）
・４項目、５段階評価で、最高 20 点、最低 4 点
・３審査員で、合計最高 60 点、合計最低 12 点
（２）１次審査の合計点を参考にして、審査員の合議で各賞を決定する。（２次審査）
・理事長賞

１題・・・総合的に優れている

・審査員賞

１題・・・改善活動のプロセスが整っている

・奨励賞

１題・・・更なる取り組みで大いに期待できる

４．審査員
（１）芙蓉会理事長

板垣

恵浄

（２）芙蓉園園長

尾和瀬 久展

（３）町田福祉保育専門学校

三浦

玲子先生
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社会福祉法人芙蓉会 総合福祉ホーム芙蓉園
地域に根差して 53 年！！皆様が暮らしやすい街を目指します！！

総合福祉ホーム芙蓉園の事業所
○194-0005

東京都町田市南町田５－16－1

代表電話：042－796－2736
ファックス：042－796－2734
・社会福祉法人芙蓉会法人本部
・特別養護老人ホーム芙蓉園
・短期入所芙蓉園
・デイサービスセンター芙蓉園
・認知症対応型デイサービスほのか
・居宅介護支援事業所芙蓉園
・ヘルパーステーション芙蓉園
・南第 1 高齢者支援センター（町田市受託事業）

○194-0005

東京都町田市南町田 1－5－24

・地域密着型デイサービスつるま屋
電話：042－850－5469

○194-0003

東京都町田市小川 6－1－11

・小川あんしん相談室（町田市受託事業）
電話：042－850－6234
・地域交流スペース ほっとステーションながれぼし
電話：042－862－0120
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