
令和 4 年度（2022年度） 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団事業計画 

 

令和4年度事業計画の実施にあたっては、地域における新型コロナウイルス感染症の拡大状況等によっ

て、事業を部分的に停止または、インターネットの活用等によるweb会議及びリモート対応等の手段や方

法等を検討し、実施可能なものを適切に行ってまいります。 

 

１ 介護老人保健施設事業 

吹田市から指定管理者として委任を受けた事業として、施設サービス（長期入所）、短期入所療養介護

及び通所リハビリテーション並びに訪問リハビリテーションの居宅サービス（介護予防サービスを含

む。）を行います。また、これら事業に付随する介護保険に関する事業も行います。 

（１）基本方針 

吹田市介護老人保健施設の基本理念のもと、次の目標を掲げ、利用者に心のこもった温かい看護・

介護、一人ひとりの状態にあわせた機能訓練等を行い、在宅復帰・在宅生活を支援します。 

基本理念 

一、利用者の意思、人格を尊重し、自立した生活を営むことができるよう支援

します。 

一、利用者の身体能力、精神能力を高めるようなケア、リハビリに積極的に取

り組みます。 

一、利用者の視点に立ったサービスに努め、地域に開かれた施設を目指します。 

目 標 

一、利用者の課題とニーズを的確に捉え、ケアプランの充実を図り、きめ細か

い良質なサービスの提供を行います。 

一、在宅復帰率の更なる向上を目指します。 

一、地域の介護保険事業者やボランティア等との連携強化に努め、地域包括ケ

アシステムの一翼を担い、在宅生活支援の充実を図ります。 

 

（２）事業種別 

次に掲げる事業を行います。 

事業種別 内      容 

施設サービス 

（長期入所） 

利用者個々の心身の状態に応じた施設サービス計画に基づき、入所

者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、医師・看護

師・介護職員・理学療法士・作業療法士・管理栄養士・介護支援専

門員・支援相談員は、日常生活全般の看護・介護やリハビリテーシ

ョン・その他必要な医療等を行い、在宅復帰に向けて支援します。 

短期入所療養介護 

(介護予防サービスを含む。) 

居宅で介護を受けている要介護者や要支援者の介護者が冠婚葬祭

や介護疲れ等で一時的に介護ができなくなった場合に、居宅サービ

ス計画又は介護予防サービス計画に基づく期間の入所受入れによ

り支援します。 

通所リハビリテーション 

(介護予防サービスを含む。) 

居宅で介護を受けている要介護者や要支援者が自立した日常生活

を営むことができるよう居宅サービス計画又は介護予防サービス

計画に基づく、機能訓練、入浴、食事、レクリエーション等を行い、

心身機能の維持回復を図ります。 

 

 



訪問リハビリテーション 

(介護予防サービスを含む。) 

居宅で介護を受けている要介護者や要支援者がその有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療

法その他必要なリハビリテーションを居宅への訪問によって行い、

利用者の心身の機能の維持回復を図ります。 

要介護認定調査 市区町村からの委託による要介護等認定に必要な認定調査を行い

ます。 

主治医意見書作成 要介護等認定の申請に必要な主治医意見書を作成します。 

介護認定審査会への参画 吹田市の介護認定審査会に職員を派遣します。 

 

（３）重点項目 

項  目 内     容 

新型コロナウイルス感染症

の感染防止策の徹底 

利用者の重症化リスクと、クラスター発生が危惧されていることか

ら、基本的な感染症予防対策（３密を避ける、手指及び環境消毒の

実施等）の徹底を図り、万が一発生した場合に備えたゾーニングや

適切な対応を行えるよう実地訓練を実施します。 

また、利用者及びそのご家族には面会の制限や日々の検温実施等の

協力をお願いし、職員にあっては気の緩みの出ないよう定期的な指

導・研修を行い、施設内で発生することがないように努め、必要な

ワクチン接種についても積極的に実施してまいります。 

在宅復帰施設としての役割 介護保険制度における介護老人保健施設の役割は、積極的なリハビ

リテーション、適切な医療、心のこもった介護、適切な食事の提供

等により、住み慣れた地域への在宅復帰を果たすこととされていま

す。このため、脳卒中、生活不活発病（廃用症候群）、認知症等に

よる個々の状態を的確にアセスメントし、多職種からなるチームケ

アを行うことで、早期に在宅復帰できるように努め、在宅復帰率

60％以上を目指してまいります。 

在宅生活支援の充実 自立した在宅生活が送ることができるよう、利用者に対して良質で

きめ細かなサービスを提供し、他の介護・福祉サービス機関とも連

携を図りながら総合的に在宅生活への支援を行います。 

短期入所の利用を促進し、家族等の介護負担の軽減に努めます。 

訪問リハビリテーションを活用し、通所困難な要介護者や要支援者

に対して医師の指示に基づき理学療法士又は作業療法士が自宅を

訪問し、必要なリハビリテーションを実施することで、心身機能の

維持回復を図り、自立した日常生活を営むことができるよう支援し

ます。 

 



 

支援困難者の受入れ態

勢等 

尿道留置カテーテル、喀痰吸引など医療的ケアを必要とする方や、病状

がやや不安定で入退院を繰り返すおそれのある方、多種の内服薬を服用

されている方などについては、介護老人保健施設では敬遠されがちなケ

ースではありますが、入所者の状況に応じて可能な限り受入れします。 

医師の指示の下、専門的知識を持った看護師や経験豊かな介護職員によ

る適切なケアを行い、緊急時には市立吹田市民病院との連携で、安心し

た施設生活が送れるように努めます。また、養護者の無い利用者の受入

れについても、成年後見人制度等の活用や行政・保健・医療・福祉機関

との連携を図るなど、公的施設の役割を十分果たせるよう努めます。 

医療機関との連携強化 要介護状態にある利用者には、急変時対応や専門医による診察等、医療

との連携は不可欠なものです。このため、市立吹田市民病院をはじめ、

近隣の医療機関との連携強化を図り、安心して入所生活が送ることがき

るよう努めてまいります。 

認知症高齢者に対する

ケアの充実 

認知症高齢者は入所による環境変化に対応できずに不安定になる方も

多く、対人交流や生活リズムを整えるよう、健康管理、口腔ケア、ボデ

ィケア、食事、排泄、趣味活動の提供などを積極的に行い、その人らし

い生活や残存機能をいかした介護を行います。併せて、理学療法士・作

業療法士による認知症に対するリハビリテーションを実施することに

より、安定した施設生活を送ることができるよう支援します。 

また、認知症施策推進大綱（令和元年 6 月 18 日認知症施策推進関係閣

僚会議決定）に基づき、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望

を持って日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の視点を

重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進されます。

施設では、認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進、認知症の

人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進、認知症予防等を積極的に

行ってまいります。 

地域との連携 介護老人保健施設は、在宅復帰を目的にする施設であり、地域との結び

付きは重要なものであります。このため、吹田市における地域ケア会議

や自立支援型ケアマネジメント会議等に参画し、地域のニーズを的確に

把握することで、本施設におけるサービス内容の充実を図り、地域包括

ケアシステムの一翼を担ってまいります。 

また、多くのボランティアの方々には、様々な分野で継続した活動がで

きるよう積極的に支援します。近隣の幼稚園児や保育園児との交流、中

学生による職業体験学習の受入れ、介護相談員との意見交換等を行う中

で地域に開かれた施設づくりを目指します。当施設職員を各種団体が主

催する講座等に講師として派遣し、高齢者介護に関する見識の向上を

図り、高齢者介護等に関する知識及び技術の普及啓発に努めてまい

ります。 

 

 

 

 



 

地域への貢献 介護老人保健施設の運営にあたっては、地域への貢献を求められている

ことから、次の取り組みを行ってまいります。 

（ア）認知症カフェの開催（月1回） 

（イ）回想法ボランティアの養成と活動支援（年1回） 

（ウ）住民と大和大学学生との地域交流回想法の開催（月1回） 

（エ）認知症予防等に関する出前講座の開催（年5回） 

（オ）認知症サポーターで構成するチームオレンジへの活動支援 

（カ）百歳体操の活動支援（週1回） 

（キ）介護福祉士実務者研修への協力 

（ク）周辺道路や片山北ふれあい公園の清掃（毎週水曜日） 

（ケ）その他、地域への貢献となる事業の実施 

経営の安定化 指定管理者として適切な運営をするためには、サービスの質の向上を図

り、かつ、収支状況の安定化を図ることが不可欠です。効率的で適正な

事業運営ができるよう、より良い施設づくりに努めてまいります。 

 

 

（４）具体的な取組 

ア 計画利用者数 

入所者数（短期入所を含む） １日当たり平均９２人以上 

通所リハビリテーション利用者数 
（月曜日から土曜日）１日当たり平均３２人以上 

（日曜日）１日当たり平均１２人以上 

訪問リハビリテーション利用者数 １日１人以上 

イ 職員配置と勤務形態の適正化 

① 
国の基準で定められている人員配置を基本とし、常勤職員、非常勤職員、臨時雇用員等に

よる適正な人員配置に努めます。 

② 
福祉に関わる人材不足の問題がある中、様々な方法により、適切に人材を確保できるよう

に努めます。 

ウ 支援相談体制の強化 

① 
吹田市、市立吹田市民病院等の医療機関、居宅介護支援事業所、他の介護保険施設及び地

域包括支援センター等との連携を強化し、介護等のサービス調整を円滑に行います。 

② 

在宅復帰超強化型施設を維持することとし、居宅におけるケアマネジャー等との連携強

化、入所者及びその家族との懇談会の開催等を図り、円滑に在宅復帰を促すことができる

よう積極的に支援します。 

③ 施設利用に関する情報の開示に努めます。 

④ 
入所前利用面接を利用希望者の居宅や入院中の医療機関等で行うことにより、利用希望者

及びその家族の負担軽減を図り、速やかに入所していただけるよう努めます。 

⑤ 
虐待などがありレスパイト目的での入所利用について、市町村や介護支援専門員との連携

のもとで積極的な受け入れに努めます。 

 

 



エ 看護、介護のサービス向上（入所） 

① 
利用者の心身の健康管理に努め、疾病の急性増悪や異常の早期発見を図り、必要な医療を

行い、市立吹田市民病院や他の近隣医療機関との連携を図り迅速な対応に努めます。 

② 
吹田市歯科医師会と連携し、訪問口腔ケアを推進するとともに、嚥下体操や口腔ケアを積

極的に行い、摂食、嚥下機能の向上に努めます。 

③ 

誤嚥性肺炎を繰り返される利用者に対しては、必要に応じて歯科や耳鼻科との連携を図り

嚥下評価等を行い、食事形態、摂食方法の指導を実施するなど積極的にリスクの軽減に努

めます。 

④ 
全ての生活動作を訓練とする「生活リハビリ」を推進し、日常生活機能の維持向上を図り、

在宅復帰を目指します。 

⑤ 
入所者・ご家族を対象に排せつ支援や在宅生活を支援するための講座を開催し、円滑な在

宅復帰に努めます。 

⑥ 

排せつに介護を要する入所者に対して、必要に応じた適切な介護を行っていますが、特に

排せつの状態に改善又は悪化の防止が見込まれる方に対しては、特別な支援を行ってまい

ります。 

⑦ 
医療ニーズの高い利用者と療養ニーズの高い利用者との住み分けを促進し、利用者個々に

応じたケアを提供できるように努めます。 

⑧ 
利用者の意思を尊重しながら、レクリエーション、クラブ活動、行事への参加を促進し、

内容の充実を図ると共に、個別ケアを推進し、生活の質の向上に努めます。 

⑨ 
利用者一人ひとりに応じた目標と支援計画を策定し、課題の把握と援助の方法について職

員間での周知を図り、適切なチームケアを行います。 

⑩ 

認知症利用者の精神的、身体的な状況を理解し、他の利用者との良い関係作りを図ること

や落ち着ける空間、居心地の良い環境を整えることにより、安心した入所生活を送れるよ

う支援します。 

⑪ 
リスクマネジメントを充実させ、転倒等による骨折の予防に努めることで生活不活発病

（廃用症候群）の減少を図ります。 

⑫ 体圧分散マットの活用や細かな体位交換の実施等により褥瘡の発生予防に努めます。 

⑬ 
身体拘束は、原則として行いません。ただし、緊急・やむを得ない場合は、十分に検討を

行い、家族に説明し、同意を得た場合のみ実施します。 

⑭ 寄せられた苦情や要望に対しては、誠意を持って迅速に対応してまいります。 

⑮ 

常日頃より安全に配慮し、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症予防対策に努め、

感染者が発生した場合には施設内での感染拡大を抑制し、重篤化を防ぐようため様々な手

段を講じます。 

⑯ 

90 歳以上の利用者も多数おられ、加齢とともに食事摂取量の減退などがみられる方が増

加しております。このようなケースに対してご本人とご家族の希望を聴取し、適切なアセ

スメントを行ったうえで、看取り可能と判断した場合には施設での看取りを実施します。 

 

 

 

 

 



オ 看護、介護のサービス向上（通所） 

① 

利用者及びその家族並びに居宅におけるケアマネジャー等と施設の医師、看護師、介護職

員、理学・作業療法士等によって開催するリハビリテーション会議によって、日常生活動

作等の課題を的確に把握し、具体的なリハビリテーション計画の策定を行い、サービス提

供を行ってまいります。 

② 
短時間での利用によりリハビリテーションのみを重点的に行うことを希望される方に対

しては、2 時間から 3 時間程度の利用を積極的に推進し、利用促進に努めます。 

③ 利用者個々に応じたクラブ活動や趣味活動を積極的に行い、行事の充実を図ります。 

④ 

利用者個々の心身の状態に応じて、食事・入浴・排泄など必要な援助を行い、残存機能の

維持、向上に努めます。また、屋外散歩や集団体操などにも積極的に参加できるよう支援

し、リハビリスタッフによる専門的な機能訓練だけではなく、看護・介護職員においても

生活リハビリを行ってまいります。 

⑤ 口腔ケアの充実を図り、嚥下体操の実施など積極的に行います。 

⑥ 

家族や居宅介護支援事業者、他の介護保険サービス事業者と積極的に連携を図り、利用者

の健康管理や自立した在宅生活を支援します。特に、健康や家族状況等の変化には、居宅

介護支援事業者との迅速な情報交換により、早期対応に努めます。 

⑦ 

介護予防に該当する利用者については、利用者自らが継続した健康管理を行い、身体機能

の維持、向上が図れるよう多職種協働で積極的に支援します。また、地域包括支援センタ

ー等との協力体制をより一層深めます。 

⑧ 

安全に配慮した環境を整え、安心して過ごせる生活空間づくりに努めます。また、利用者

とともに季節を感じられるような飾り付けを行い、明るく楽しい雰囲気作りにも努めま

す。 

⑨ 

入所部門と通所部門の連携を強化し、利用者の急変に備えるなど緊急時における対応の充

実を図ります。また、市立吹田市民病院や他の近隣医療機関との連携を図り迅速な対応に

努めます。 

⑩ 
毎月10日、20日、30日には桃の湯やよもぎの湯といった季節の湯を取り入れ、入浴を楽

しんでいただきます。 

カ リハビリテーション機能の充実 

① 

医師、看護師、介護職員等との連携を図り、入所者、通所者それぞれ個別に作成されるリ

ハビリテーション計画書に基づき、週3回の個別訓練と必要に応じた集団訓練を実施しま

す。 

② 
入所日から3か月間は週3回以上の個別訓練を行う短期集中リハビリテーションを積極的

に実施します。 

③ 

入所における認知症高齢者に対しては、入所日から3か月間、認知症短期集中リハビリテ

ーションを積極的に実施します。また、知的活性化訓練として、小集団活動を用いた回想

法や園芸療法、調理療法等も併せて行います。 

④ 

通所利用者に対しては、利用開始から3か月間は、積極的なリハビリテーションの必要な

方に対し、短期集中リハビリテーション及び認知症短期集中リハビリテーションを実施し

ます。 

 

 



⑤ 
在宅復帰が円滑にできるよう、入所時、退所前・後訪問を実施し、居宅ケアマネジャー

との連携を図り生活環境の整備等を行います。 

⑥ 

通所利用開始時から 1 ヶ月以内に訪問指導を行い、在宅生活の状況を把握することでリ

ハビリテーションの目標を明確にし、継続した在宅支援を実施します。また、必要なリ

ハビリテーションを行い、利用者の社会参加等も支援してまいります。 

⑦ 
訪問リハビリテーション利用者に対しては、その者の自宅において必要な検査、リハビ

リテーションを実施し、心身機能の維持回復を図ります。 

⑧ 
要支援高齢者に対して、地域包括支援センターとの連携を図りながら、機能向上を目的

とした訓練を実施します。 

キ 食事提供体制の強化 

① 
ミキサー、刻み、あんかけなど摂取しやすい食事形態により、嚥下困難者に対してきめ細

かい対応を行います。また、可能な限り利用者への個別対応を行います。 

② 

低栄養状態にある方や体重減少がみられる方に対して、主食量の増量や、摂取量を増やす

よう嗜好を考慮した対応、効率よく栄養補給できるものの提供をするなど栄養ケアの充実

を図ります。 

③ 
発熱などの体調不良により食欲が一時的に低下して、通常の献立内容では対応できない方

に対しては、高栄養で摂取しやすいもの（回復食）を提供します。 

④ にぎり寿司やお好み焼き等の実演を伴ったイベント食や行事食などの充実を図ります。 

⑤ 適時、適温で提供するよう徹底します。 

⑥ 
調理クラブでは季節感のあるものや栄養知識が身に付く簡単なメニューを取り入れる等、

内容を充実します。 

 

（５）行事計画 

次の行事を実施します。 

実施月 行事名 

４月 演芸会 

５月 菖蒲湯 

６月 開設記念行事 

７月 七夕 

９月 吹老祭 

１０月 文化展 

１１月 文化展 

１２月 

もちつき 

ゆず湯 

クリスマス 

１月 新年会 

２月 節分 

３月 ひな祭り 

 

 

 



 

（６）地域との交流 

項   目 内     容 

各種市民団体、行政機関等主催の見

学会等の受入れ 

地区福祉委員、民生委員等の市民団体、他市町村、他の介

護保険事業所等からの見学を積極的に受け入れます。 

中学校生徒の介護体験・ボランティ

アの受入れ 

近隣地域の中学校生徒の介護体験ボランティアを１回に

つき２日間程度の期間で受入れを行います。 

幼稚園・保育園児との交流 近隣幼稚園や保育園の園児とゲームや歌、体操などのレク

リエーションを通じて交流を図ります。 

ボランティアの受入れ レクリエーション、行事、コーラスクラブなどのクラブ活

動に対する各種団体ボランティアの受入れを行い、また、

高齢者福祉に関心のある方や介護支援サポーター等の個

人ボランティアの受入れも積極的に行い、きめ細かいサー

ビスが提供できるように努めます。 

介護相談員の受入れ 月２回程度、介護相談員の受入れを行い、サービス向上に

資するよう努めます。 

 

２ その他の事業 

定款第４条に掲げる次の事業を積極的に行います。 

（１）高齢者等の保健、医療に関する調査研究事業 

項  目 内    容 

施設内研修 施設職員による勉強会や外部講師を招いた研修会を月例で開催し、

知識の蓄積と技術の習得によって更なる資質向上に努めます。 

外部研修 全国老人保健施設協会及び大阪介護老人保健施設協会、その他専門

学会等が開催する研修会等に職員を派遣し、職員の資質向上を図り

ます。 

研修に参加した職員は、他の職員に対して伝達研修を実施し、知識・

技術の習得によって、より良質なサービス提供ができるように努め

ます。 

 

（２）高齢者等の保健、福祉に関する事業 

項  目 内    容 

地域における新型コロナ

ウイルス感染症への対応 

介護者が陽性となり介護者不在となった要介護高齢者に対して必要

なケアを実施するため、吹田市及び吹田市介護事業者連絡会と協力

し、適切なサービスが提供できるよう相談窓口となってサービス調

整を行い、支援します。 

ボランティア研修会 施設で活動されているボランティアに対する研修会及びボランティ

ア相互や施設職員との意見交換会を行い、ボランティア活動を支援

します。 

地域支援講座 近隣地域の高齢者等を対象として、回想法を取り入れた講座を地区

公民館等と共催して開催することで、介護予防、閉じこもり予防に

つながるよう支援します。 



 

認知症支援啓発事業の実

施 

ボランティア団体等が主体となる事業に協力して、市民を対象にし

た認知症予防などの講座開催、施設や地域で活動していただける回

想法ボランティアの養成講座やキャラバンメイト活動として認知症

サポーター養成講座の実施など、認知症の予防や支援活動に積極的

に協力してまいります。 

認知症カフェの開催 認知症高齢者及びそのご家族に対し、活動できる場の提供や介護相

談等の支援を行ってまいります。また、片山・岸部ブロック介護者

支援の会で開催する認知症カフェにも協力します。 

地域交流回想法の開催 本施設で養成した回想法ボランティアの地域活動として、近隣地区

在住の高齢者を対象とし、大和大学学生の協力を得て、参加者同士・

世代間交流を目的とした、地域交流回想法を開催します。 

百歳体操の実施 近隣地域の住民と共催して百歳体操を実施します。 

 

（３）施設での教育・実習事業 

実習生・介護職員初任者研修受講者等を受け入れ、看護、介護、機能訓練等の専門職員による知

識、技能の習得等を行い、人材育成のための指導を行います。 

項  目 学校名 

看護実習 

大阪府立大学 

千里金蘭大学 

梅花大学 

理学療法士実習 
大阪保健医療大学 

大和大学 

作業療法士実習 
大阪府立大学 

大和大学 

介護福祉士実習 大阪人間科学大学 

社会福祉体験 大阪歯科大学 

介護職員初任者研修のための介護実習 新大阪歯科衛生士専門学校 

 

（４）その他の事業 

その他の事業として、次に掲げる事業を行います。 

① 自助具、補装具等の展示販売事業 

② インフルエンザワクチン予防接種 

③ 肺炎球菌ワクチン予防接種 

④ 新型コロナワクチン予防接種 

④ その他、理事長が必要と認める事業 

 


