
特別養護老人ホーム、パール代官山では4月16日に外食イベントを行いました。恒例イベントとして月に1

度外食を行っており、そのご様子を紹介いたします。

場所は渋谷区鶯谷町にありますcafé doce（カフェドセ）で、スペイン、イタリア料理や各種デザートを

楽しむことが出来ます。落ち着いた雰囲気の中、スタッフの皆様にも笑顔で迎えいただき、定期的に利用さ

せて頂いております。

ご利用者は、着席された後、それぞれにメニューをご覧になり、チョコレートケーキやチーズケーキ、コー

ヒーや紅茶など、お好みのケーキとお飲み物を頼まれました。皆様、本当に美味しそうにケーキを召し上が

られ、午後のティータイムを満喫されております。パールに戻られてからも、「ケーキがとても美味しかっ

た。また行きたいわ」とのお声が聞かれました。施設の外に出ると、ご利用者の普段見られない素敵な表情

が見られ、職員も大変嬉しく思います。

これからもご利用者に楽しんで頂けるイベントを企画してまいります。また、本当に優しく、丁寧に対応

して頂きました「カフェドセ」のスタッフに感謝申し上げます。
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～公益財団法人JKA補助事業完了のお知らせ～

この度、公益財団法人JKAの平成25年度競輪補助事業金3,062,000円を

受け、総事業費4,084,000円をもって、下記事業を完了致しました。

ここに、事業完了のご報告を申し上げるとともに、公益財団法人JKAを

始め、ご協力賜りました関係者各位に謹んで感謝の意を表します。

1．事業名称

平成25年度 お年寄りが幸せに暮らせる社会を創る活動 補助事業

2．実施場所

東京都渋谷区鉢山町3番27号

社会福祉法人パール 社会福祉活動教育研究所

3．実施内容

○相談事業

電話相談・面接相談・専門相談：相談からケアまで、トータルに問題解決するための相談事業

○介護予防講習会

転倒予防・低栄養改善・口腔ケア教室 月2回土曜日 総参加者550名

○介護予防若返りサークル

生き活き体操・頭の体操・各種レク 月2回土曜日 総参加者数 688名以上

○相談事例集Q＆A 介護予防教室報告書発行

4．完了年月日

平成26年3月31日

平成26年5月1日

社会福祉法人パール 理事長 新谷 弘子

看護師さん 大募集!!

業務内容 特別養護老人ホームでの看護業務

応募資格 30～40歳代、正・准看護師、常勤／非常勤

給与・・・・・・基本給：26万以上（常勤）
時 給：1,800円以上（非常勤）

休日・・・・・・常勤：月9休（年間107日）、非常勤：週3～5日

昇給・・・・・・年1回、賞与：年2回（2.5ヶ月）

勤務時間・・・・①7:30～16:30 ②9:30～18:30 （③8:30～17:30）

待遇・・・・・・昇給有 資格手当 住宅手当 交通費支給 研修制度有

社会保険完備（週30時間以上勤務）労災保険完備

問い合わせ先・・新谷・山口・入江 電話 ０３-５４５８-４８１１



創立から15年。デイサービスセンターパール鉢山は日曜日を除くほぼ毎日、台風の日も地震の日も

多数のご利用者にお越しいただき、活気あふれる笑顔に満ちた時間をサポートさせていただきました。

今後もさらなる研鑽を積み重ね、明るく楽しく新しいサービス提供に努めたいと思います。

男性職員 12名 女性職員 12名

看護師 3名 マッサージ師 2名 歯科衛生士 1名 社会福祉士 1名 介護福祉士 7名
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デイサービスセンター パール鉢山とは

職 員 紹 介

外出

自信
安心 清潔

挑戦
支え 交流

喜び

生活相談員



① あなたの両親、家族を通わせたいと思う「デイサービス」はどのようなセンターですか。

・家族の負担軽減だけでなく、通わせたい目的にかなった内容のセンター

・新しい友達ができるセンター ・新しいことに挑戦できるセンター

・今まで培ってきたことが出来るセンター ・他人のために何かできるセンター

・受け身ではなく、何か自分でできるセンター ・個人の興味に合わせて時間を過ごす内容のセンター

・気持ちよく過ごしてもらえるセンター ・充実した実感が得られるセンター

・職員が笑顔を絶やさないセンター ・元気で明るい挨拶をするセンター

・上から目線で、横暴な態度ではないセンター ・きめ細かく優しい対応のセンター

・笑顔と楽しさと幸せを倍に感じられるセンター ・介護技術が優れているセンター

・質問や対応に対し、ぞんざいではなく、ベストアンサーであるセンター

・職員が仲良く、チームワークが良く、明るい気配りができるセンター

・体操や食事は一緒に行うが、その他の時間は自由にすごすことのできるセンター

②デイサービスが果たす効果、役割は何だと思いますか。

・人生の終末に向けての方向性や精神の支えとなること

・身体の障害があっても生きる自信を持てるサポート

・ご利用者の現状を守ること

・ご利用者が楽しく過ごせること

・日に日に元気になって、「毎日楽しそうに通っていますね」と言われること

・ご利用者本人が楽しいと思える時間を過ごし、それを見たご家族も安心感を得られること

・社会との繋がり（役割の自覚、コミュニケーション、清潔保持）

・リズムが定着すること

・刺激になる認知症等の症状の進行停滞ができる事

・ご家族の介護負担軽減と、ご利用者本人にとっての有意義な時間、両者がプラスとなる効果

よってご家族がご利用者に対し気持ちの余裕をもって接することが出来ること

・体操・食事で機能訓練の回復、ADLの維持・向上ができること

・決まった外出先を作ることにより、生活に張りができること
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デイサービスセンター パール鉢山職員に聞きました

夏祭り 秋の大運動会 クリスマス会



～平成25年度・第三者評価の結果が『とうきょう福祉ナビゲーション』からご覧になれます～
評価者＝㈱福祉規格総合研究所 評価実施期間＝平成25年6月18日～平成26年3月31日

特に良いと思う点

選択食や外食、おやつバイキングなど、ご利用者が食事を選択できる機会がある

ご利用者の希望や郷土食を日々の献立に取り入れている。お正月や納涼祭などの行事の際は、おすし

やバイキング形式などの行事食を提供するほか、月１回の選択食や数人で出かける外食、月2回のおや

つバイキングなど、ご利用者が食事を選択できる機会を多く設けている。また、年2回「イベント食」

の日として家族を招待し、ご利用者とご家族が一緒に食事を楽しめるように工夫している。手作りおや

つレクリエーションでは、かき氷，バナナジュースなどを楽しんだ。

日中は医師が常駐し、利用者の体調変化にも迅速に対応している

ご利用者の既往歴、服薬、心身状況、経過などの医療情報を詳細に把握し、記録・管理している。

日中は医師が常駐し、利用者の健康チェックや処置を行い、健康相談や支援についての指示、ご利用者

の体調変化にも迅速に対応している。朝・夕の申し送りの際は医師も同席し、ご利用者の健康状態につ

いて情報交換を行っている。喀痰吸引については、今年度、吸引委員会を立ち上げた。外部研修の成果

を伝えたり、該当するご利用者の実施計画・実施状況の確認、備品点検などを行っている。

経営会議で決定した事項について、理事長・施設長から直接説明をしている

毎週火曜日に経営会議を開催している。理事会の方針を受けて、経営・運営事項を決定している。ま

た是正予防処置報告書の分析や評価により再発防止などを検討している。品質会議，ケアカンファラン

スでは、経営会議で決定した事項について理事長，施設長など経営層から職員に説明している。会議に

欠席した職員には会議録を回覧し、必ず内容を確認して押印をさせている。

さらなる改善が望まれる点。

日常の生活の中に楽しみを増やし、利用者満足の向上を図っていく

今回の職員自己評価では、食事や入浴は時間に追われるため楽しめる工夫をしたい、ご利用者が喜ぶ

イベントを増やしたい、ご利用者の生活の中に楽しみがない、などを要改善点に挙げる声が聞かれた。

施設では、レク係りを決めて日中活動の充実に取り組んだり、季節の行事や外出・外食の機会を設ける

などしている。今後もご利用者のニーズを把握して、ご利用者満足度の向上につなげていく意向である。

安全面への意識向上を一層図り、事故の予防につなげていく

日常の業務で気づいた様々な危険因子（ヒヤリハット）や事故・クレームなどについて「是正予防処

置報告書」用いて収集している。ただ、転倒などアクシデントの報告の比率が高く、ヒヤリハットの提

出が少ないと感じている。職員の自己評価でも、リスクマネジメントへの意識がうすいことを要改善点

として挙げる声が複数聞かれ、ご利用者の重度化に伴い、安全面への意識向上を一層図っていくことが

期待される。

効率の良い運営を心がけ、稼働率の向上・維持に取り組んでいく

当年度当初に退職者が相次いだことで職員一人ひとりの業務負担が増大したが、負担のより大きい部

署へ人員を多く配置しながら業務の改善を図った。稼働率を思うように上げられない状況であったため

収入総額は伸び悩んだ。年度途中に非常勤職員を採用することができ、職員体制は整いつつあるため、

効率の良い運営を心がけ、稼働率の向上・維持に取り組んでいく意向である。

第95号 パールだより 平成26年5月1日

平成25年度 第三者評価結果について



『入るを図り、出を制す』精神で、平成25年度もどうにか黒字の決算報告が出来ました。

主なトピックスとしては、株式会社ビタスから福祉用具事業を譲受、新事業として追加。また、同社より業

務委託を受けていた、配食サービス・デイサービスのドライバーと清掃員も直接雇用。その影響を受け、①

居宅介護料収入が増加、②人件費も増加したが業務委託費が大幅に削減。45,140千円（前年度比＋3,570千円）

の経常増減差額を残すことが出来ました。

また、設備投資に力を入れた年でもあり、介護ソフト・サーバー・パソコンの入替や特養・デイの特殊機

械浴槽購入など、大きな支出もありました。

法人全体の流動資産比率は305%、流動資産預金比率は220%。安全性の目安である、150%を超過。財政状況

での安全性が確保できております。平成26年度も引き続き、健全な運営・経営管理を徹底してまいります。

特別養護老人ホーム・パール代官山 施設長 入江 祐介
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4月の行事
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創立15周年記念式典.創立記念祝い膳(厨房)

経営会議．品質会議.ケアマネ会議(居宅)

事務カンファ

バスハイク(特養).介護予防教室(包括)

経営会議．ケアカンファ.包括Ｃ会議(包括)．

ケアマネ会議(居宅)

渋谷区連絡協議会(訪看)

災害救援ボランティア理事会(理事長)

在宅カンファ(訪介).訪看カンファ(訪看)

えびすふれあい広場第1回実行委員会(社活研)

恵比寿地区見守り定例会(包括)

サービス担当者会議(特養)

若返りサークル(社活研)

誕生日会(特養)

経営会議．品質会議.地区ケース連絡会(包括)

ケアマネ会議(居宅).事務カンファ

外食(特養)

給食会議(栄養調理)

介護予防教室(包括)

選択食(栄養調理).変電設備点検

在宅カンファ(訪介)

経営会議.ケアカンファ.包括Ｃ会議(包括)

ケアマネ会議(居宅)

特養会議(特養)

サービス担当者会議(特養)

若返りサークル(社活研)

おやつバイキング(栄養調理)

在宅カンファ(訪介)

経営会議．ケアカンファ.ケアマネ会議

決算(事務センター)

第3回目のチャリティコン

サート「世代をこえて 障

がいをこえて」が6月21日

（土）いよいよ開催されま

す。このコンサートは、高

齢者も障がいを持つ者も、子ども・男性・女

性もお互いに支え合う地域づくりを目的とし

て企画したコンサートです。今回も松尾葉子

先生を総監督で話が進み、渋谷区長の賛同を

得て渋谷区共催が決まりました。早速に理解

し合う方々と実行委員会を発足。関係各団体

に主旨を説明しご支援の賛否を伺いました。

まず日本赤十字社近衛社長の賛同を得、厚労

省・東京都をはじめ、渋谷区内の各団体など

次々に36団体から後援を頂きました。実行委

員会のメンバーの熱意で、沢山の方の寄付・

広告（34ｶ所）から頂き、ありがたく準備は順

調に進んでおります。日本の福祉文化が充実

し、生活環境が改善されてきたとは言え、ま

だ人と人とのバリアは依然として存在してい

ます。そのバリアを取り除きたいのです。私

は支え合って共に生きる地域づくりの「カギ」

の一つは、「共に集う」「歌」「合唱」にあ

ると考えました。素晴らしい音楽を聴いて頂

き、皆さんと一緒に懐かしい歌を大きい声で

歌う。声の出ない方々は、手拍子で参加し全

員が一体となるのです。私は支え合って共に

生きるには、「人間力」「地域力」が勝負と

考えます。皆が安心して生活できる地域が育

まれるように念じております。

理事長 新 谷 弘 子

4月業務実績報告

施設介護

入所率

特養 98.4％

短期入所 98.4％

通所介護

稼働率

一般クラス 87.9％

認知クラス 88.8％

訪問介護 1日平均利用件数 90.4件

訪問看護 1日平均利用件数 17件

居宅介護支援 実績件数 194.3件

恵比寿居宅介護支援 実績件数 89.6件

福祉用具 貸与者数 227.4名

配食サービス 1日平均利用食数 215.9食

キッチンパール 1日平均利用食数 49.1食

古新聞・ビデオカメラ
液晶テレビ・

プルーレイレコーダー
電動自転車


