
介護保険開始時に全道ワーストだったやすらぎ荘がユニットケアに巡り合い、入居者主体のケアに変わることができました。
今も私たちの理念である『基本的人権の確保と擁護』の実現に向け進化中です。海と山に囲まれたこの小樽の地で、個別ケ
アに向けて一緒に考えてみませんか。きっと皆さんの悩みの解決につながるヒントが見つかるかもしれません。

日本最北端の国立公園、利尻礼文サロベツ原野の爽やかな風の舞と共に未経験の中に開苑し 10年、一層経営理念の具現化を
促すため、すべての人達の人間としての尊厳がまもられ豊かな人生を営むことができるよう多様で良質な福祉サービスを創
意工夫し稚内の豊かな自然の中で、日本の最北端から最先端のサービスを提供する努力をしております。

清明庵の運営は、今の時代を作り上げた先輩方の歴史を学びながら、共に未来に向けよりよき時間を作り上げていくことを
目指しています。清明庵にいるすべての人が、自らできることを行い、補完し合い、充実した生活とよい人間関係の中で新
たなことを挑戦していく。そのため知恵を絞り、共に充実した場を共有していくことを心がけております。

住み慣れた地域で暮らし続けることを支援したい。本当の家族になれなくても、近い存在でありたいと願い、高齢者一人ひ
とりが住みやすい環境で、安心して生活を続けることが出来るよう努めています。その人らしく生きられるように職員一丸
となり邁進していきます。

花巻あすかの杜は、プロ野球で大活躍している大谷翔平や菊池雄星を輩出した「花巻東高校」が近くに隣接し、また、花巻
温泉郷にも比較的近い住宅地の一角の中にあります。施設のモットーは市名（花巻市）にふさわしく、花々に彩られる中で、
明るく・笑顔あふれるなかで幸せが実感できる施設づくりを目指すことです。ポイントは和と輪と話です。

らふたぁヒルズは、今まで過ごされてきた家庭生活に近い暮らしと地域とのつながりを大切にし、地域に信頼される事業者
として専門的技能・技術を発揮し「地域に開かれ」「安心を提供し」「優しさが感じられる」ことを理念に、暮らしていく喜
びを一緒に感じられるサービスを提供します。

私達は、皆様の今までの歩みを大切にし、生活の場が変わろうとも「あなたらしさ」を持ち続けられるよう、居心地の良い
住まいを共に築いていくための姿勢をお示しします。「尊」「個」「共」「絆」「交」をキーワードに、家族と地域との関わりを
大切に日々、暮らしの支援をしています。民生委員との関わりや人権擁護委員による相談会も実施しています。

皆様が築き上げてきた生活史を大切にし、「自分時間」で過ごせる居心地のよい「いえ」を共に創ります。１人ひとりのしあ
わせを考え、共に過ごす時を大切にします。
理念のもと、自分だったらの視点を持ち、地域との繋がりを大切にしながらサービスを提供させていただいています。

仙台市の奥座敷といわれる秋保温泉の一角に位置している。居室はフローリングと 3畳の畳スペースで構成し全室洗面・ト
イレ付の個室 80室、ショートステイの 1ユニット 10室はユニットバスも設置しゆったりとした寛ぎの空間を提供している。
広めの居室は家族がいつでも自由に出入りし、宿泊もできる環境は第二の我が家となっている。

山形県の日本海に近い所に位置する施設です。全室に洗面台とトイレが設置され、様々なこだわりを持って作られた建物で
もあります。特養と短期合わせて 150 室が 13 ユニットに分かれています。社会福祉協議会という福祉法人が運営する施設
として、地域とのつながり、地域貢献を取り入れた施設運営と職場作り、組織作りに力を入れて入れている施設です。

都道府県等

10ユニット＝115 人（長期：100 人、短期：15人）

9ユニット＝90人（長期：80人、短期：10人）

10 ユニット＝80人（長期：80人）

9ユニット＝90人（長期：70人、短期：20人）

8ユニット＝80人（長期：70人、短期：10人）

6ユニット＝60人（長期：60人）

6ユニット＝60人（長期：50人、短期：10人）

8ユニット＝70人（長期：50人、短期：20人）

9ユニット＝90人（長期：60人、短期：30人）

13 ユニット＝150 人（長期：124 人、短期：26人）
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北海道
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札幌市

青森県
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宮城県

宮城県
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特　養

特　養

やすらぎ荘

稚内緑風苑

清明庵

メープル

花巻あすかの杜

らふたぁヒルズ

杜の風

十符・風の音

一重の里

おおやま



利用者お一人おひとりがその人らしく生活できる場「もう一つのわが家」をめざし支援して行きます。「一方的なサービスの
提供」ではなく、今まで家庭で生活していた時と同じ様に過ごして頂く為に「知る事」を大切にします。お一人おひとりを
知る事が「その人らしく」生活でき、「自己実現」「尊厳を守る」事に繋がることと考えます。

一人ひとりの入居者・利用者が住み慣れた地域の中で、望む暮らしが営み続けられるよう、入居者・利用者の主体性・個性・
好みを尊重し、自己選択や自己決定ができるようなサポート行うと共に、一人ひとりの入居者・利用者と向き合い、寄り添
いながら、心身の健康の維持や、安全な生活が送れるためのケアを提供します。

入居者・家族の願いは施設に入居しても「家庭にいた頃のように暮らし続けていく」事にある。この願いを個別ケアの実践
によって実現させていくと同時に、在宅復帰の可能性のある入居者への援助にも最大限努力をする。また、「福祉サービス」
の提供者として、「尊厳」を守ることを絶対忘れず支援していきます。

・相手の立場に立って、自律支援を考えます　　・相手が何を望み、何をすれば喜んでもらえるかを考えます
・笑顔、愛する心、感謝の心を大切にします
・心の通う親身なサービスを実施します、この行動指針のもと、より良いユニットケアの実践に取り組んでいます

｢尊厳ある生活の保障｣「寄り添い、その人らしく、ゆったりと」を施設の理念に、入居者一人ひとりと向き合う姿勢を大切に
考え支援します。
四季折々の木々や草花に囲まれ、穏やかな生活を送っていただけるよう支援します。

個々の入居者の意思と自己決定を最大限尊重したケアを大切にし、誠実に不屈の精神を持って、真心を込めたケアの提供を
いたします。入居者一人ひとりの生活に寄り添いながら、安心して楽しくその方らしい暮らしができる住まいを実現してい
きます。毎日が楽しく、“ここに来て良かった” と言っていただける様、生活の支援をいたします。

「老人にも明日がある」を法人設立理念に掲げ、その理念を具現化するために「寄り添う」「ゆっくり」「楽しく暮らす」のコ
ンセプトの基に以下のケアを行っている。今日一日を大切にし、明日につなげて行くサポートを私達が担う。一人ひとりの
暮らしはそれぞれであって、その暮らしを 24時間継続して支援する為に私達がいる。

新宿から特急で 2駅 10 分という住宅街の中にあります。施設は狭いのですが、その限られた空間を設えの工夫を施し、暮
らしを感じていただける環境にしています。そしてすべての職種、部署の垣根が無く、さらに地域のボランティアも一緒に、
お年寄りの笑顔や幸せの為に、同法人のかしわ園共々、常に変化を楽しんで挑戦している組織です。

わたしたち桐仁会は、戦後（昭和 28年）より、実践を重ねてきた姉妹法人桐光会と共にその時代における地域の方々のニー
ズに応えるべく様々な取り組みを行ってきました。そしてこれからも、社会に貢献するために介護・医療・福祉の包括的な
責任と義務を担って行ける運営をしていきます。

私の家族がここで暮らしてもらいたいと思えるような居住空間づくりと、福祉介護サービスの提供をします。施設長の行う
法人研修は、人権の尊厳、虐待防止、認知症介護、ターミナル等について多様ですが、職員の思考する力を深めるものです。
みなみ風の自由な雰囲気は快い風と成って入居者や職員にいつも注がれています。
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特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養
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みどりの郷

松籟荘

桜の郷　元気

ケアステーション藤が原

ホームタウンほそや

フローラりんくる

真寿園

ちょうふ花園

かしわ園

みなみ風

都道府県等

10ユニット＝100 人（長期：80人、短期：20人）

9ユニット＝98人（長期：88人、短期：10人）

8ユニット＝80人（長期：70人、短期：10人）

12 ユニット＝120 人（長期：80人、短期：40人）

6ユニット＝54人（長期：50人、短期：4人）

10 ユニット＝100 人（長期：90人、短期：10人）

10 ユニット＝120 人（長期：100 人、短期：20人）

8ユニット＝80人（長期：80人）

14 ユニット＝144 人（長期：120 人、短期：24人）

9ユニット＝100 人（長期：92人、短期：8人）
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「入居者一人ひとりの暮らしを大切にします。」を合言葉に三好園しんざでは「小さな街づくり」に挑戦しています。家で自
分らしく過ごし、街に出て人とふれあい、買い物やサークルを楽しむ。そんな普通の暮らしを支援するためにユニットケア
の理念と 4つのポイントを礎として取り組んでいます。「小さな感動作り」を大切にしています。

理念である「つなぐ」に込められた思いを胸に、職員一丸となり日々支援しています。人と人との繋がりを大切に、どんな
時も寄り添いおもいやりの心、おもてなしの心を持ち続けます。地域の一員として地域と関わりを持ち暮らし続けられるよ
うにします。あなたの歴史、施設の歴史を大切にし、これからの未来へ繋がる活動を目指しています。

「あなたらしく暮らせるところ　あなたと共に創ります」という理念に基づいた、安心してあなたのままの生活が続けられる
ケアを目指したサービスを提供します。一人ひとりのかけがえのない日々を大切にし、自律的な日常生活を営むことを支援
します。「その人らしい」利用者中心のサービスを提供します。

理念「利用者本位のサービスに心がけ、“優しさと温かさのあるサービス” を提供します」優しさを表現する工夫をしましょ
う。美味しく食べられる工夫、どんなに認知力が低下しても、いつまでもお元気で穏やかに暮らして頂くために腸内環境を
整えすっきり排泄、下剤・浣腸・摘便はしない、オムツしない歴 10年、感染症ない歴 10年、お年寄りを大事にします。

当施設の理念は、『お一人おひとりの思いを大切に受け止めて』です。これを全職員が意識することで、入居者（利用者）が、
いつでもどこでも、私らしく暮らすことが出来、それが個人の尊厳を守り、生き甲斐のある暮らしに繋がると考えます。利
用者との触れ合いを大切にし、思いを受け止め、利用者の笑顔が絶えぬよう頑張っています。

「尊厳を守り、ゆとりある暮らしを共におくる」を理念に掲げ、施設が社会に認められ、入居者やそれを取り囲む家族、職員、
地域の人々が、安心安全な生活がおくれることを目標にしています。晃の園だけでなく法人全体で取り組みを話し合うことが、
課題を乗り越えることに繋がっていきました。

法人理念「こころのびのび　からだいきいき　いのちきらきら」これまでの人生、いろいろあったけど、せんねん村で暮ら
した日々が一番よかったよ、そう思っていただけるサービスを提供し、利用者と寄り添うケア、支配的管理をしない、専門
職それぞれが常に知恵を出し合い、ケアの質の向上を目指しています。

利用者、入居者のアクティビティ活動に力を入れて取り組んでおります。刺繍、陶芸、公文、今年度からは利用者も入居者
もフラダンスのレッスンに参加して頂き今日、一日一日を豊かに楽しく過ごしてもらえるように推進しております。可能な
限り手足を動かし声をだして活動する姿は生き生きとしています。これこそが尊厳ある関わりで大切な使命と心得ています。

入居者一人ひとりのプライバシーと人権が守られ、「自分の住まい」と思っていただけるようにサービスを提供します。入居
者の声に耳を傾け、その方の立場に合った幸せであるためのサポート役としてサービスを提供していきます。地域社会に根
差し、社会の一員として共生していきます。

「私たちは、その人（入居者）を心でうけ、その人（入居者）に心で応え、常に研鑽を積み、資質の向上を図りつつ、地域社
会福祉を創造します」をモットーに、入居者が生活の中で何を望んでいるのか、目配り、気配り、心配りで先取りし、心の
通う支援を行います。また、適宜他職種でケアを見直し、入居者の望む生活を常に考えています。
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岐阜県
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特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

はだの松寿苑

シルバータウン相模原特別養護老人ホーム

三好園しんざ

八色園

かざこしの里

白駒の森

岐阜県立飛騨寿楽苑

晃の園

せんねん村

ジャルダン・リラ

都道府県等 ユニット数と定員No. 施設種類 施設名
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6ユニット＝70人（長期：50人、短期：20人）

10 ユニット＝120 人（長期：100 人、短期：20人）

10 ユニット＝100 人（長期：100 人、短期：20人）

8ユニット＝77人（長期：72人、短期：5人）

10 ユニット＝140 人（長期：120 人、短期：20人）

15 ユニット＝170 人（長期：150 人、短期：20人）

12 ユニット＝100 人（長期：80人、短期：20人）

15 ユニット＝150 人（長期：125 人、短期：25人）

3

9ユニット＝88人（長期：88人）

10 ユニット＝100 人（長期：70人、短期：30人）



ユニット型集団ケアをやっていた約 10年前、この研修がきっかけで自分達の間違いに気付かされました。ユニットケアに出
会い、どうしたら介護職員が効率よく円滑に業務ができるかを考えるのではなく、どうしたらここがお年寄りの住まいにな
るかを、生活環境の面だけでなく支援のあり方からも考え、日々の実践につなげています。

住み慣れた地域で、ご利用者ご自身の望まれる生活を送っていただけるよう、私たち職員はその方の人生を理解し、思いや
りの心と専門性を持って、寄り添い支えていきます。

法人理念「その人らしく生きていける的確なケアサービスの提供」と行動指針「尊敬」「愛情」「信頼」を理解して、法人理
念の実現に向けて邁進しています。職員一人ひとりが入居者・利用者に軸足を置いた生活支援をするにはどうしたらよいの
かについて、開設以来培ってきた経験・知識・知恵を最大限に活用して、より良いケアに繋げています。 

3 つの施設方針の共通キーワード「支える」を念頭に置き、多職種協働で一人ひとりの入居者の生活支援の充実と向上に努
めています。また、入居者の「らしさ」と併せて、職員の「らしさ」を大切に、職員の長所を活かしながら資質向上と相互
研鑽を図っています。そして、地域に根差した高齢者福祉施設の役割を見据えた施設運営を進めています。

「居場所があり、暮らしがある」そして「出会いがある」ことを大切にして、「ふるさと舞鶴で私達の誰もがみんな、安心し
て暮らせる」施設運営を目指しています。

『渚』の福祉コミュニティ――これが私たちの目指す姿であり特色です。海と砂浜の波打ちぎわのように、地域と施設の境目
がなく、人々が自由に行きかう場所、地域社会と常につながりを持ち、普通に暮らせる場を提供したいと考えています。地
域の活動の拠点として「精華いちごカフェ」をオープンし、地域包括ケアの推進に積極的に取り組んでいます。

開設当初から管理者と職員が一緒に創り上げてきた施設です。「目覚め・排泄・食事・入浴・就寝」を入居者（家族）の意向
を大切にしながら運営理念である「70人 70 様の暮らし大切に～心に寄り添いながら～」に近づけるように、個々の暮らし
の視点で考え、ケアをしてきました。今も「皆で創る」をモットーに入居者の「暮らしの継続」のため頑張っています。

家庭的な雰囲気を大切にふつうの暮らしが営めるケア付き住宅を目指し、7つの法人理念と3つの心【感謝の心・思いやりの心・
自立の心】を常に念頭に置き支援しています。また、近江商人の心得でもある、【入居者良し・法人良し（職員・事業所）・
地域良し】の【三方良し】の運営を目指しています。

理念：『～ノーマライゼーションの具現化～　そのヒトらしい生き方を』
方針：①意思決定を大切にします　②いまなお  輝く能力（チカラ）を大切にします　③最期まで  ご家族と共に寄り添います
　　　④その人の暮らしを大切にします　⑤そしてノーマライゼーションの具現化を目指します

「協同組合」運動の相互扶助、助け合いの精神を基盤に、地域の人々と共に力を合わせ、共に生活をしていく ( 共生 ) 安心の
地域づくりを目指します。人生の先輩でもある利用者の尊厳を重視して、個々人のニーズと身体精神機能を把握し、「その人
らしさを大切に」安心の中に生きがいを持って、今までの暮らしが継続できるようお手伝いします。

愛知県

愛知県

三重県

三重県

三重県

京都府

京都府

京都府

京都府

京都市

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

特　養

地域密着型特養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

大地の丘

結いの郷

うねめの里

美里ヒルズ

あおい

天神の杜

第二天神の杜

グレイスヴィルまいづる

神の園

花友にしこうじ

都道府県等 ユニット数と定員No. 施設種類 施設名

2016 年度後期　ユニットリーダー研修　実地研修施設一覧

7ユニット＝70人（長期：50人、短期：20人）

3ユニット＝29人（長期：29人）

7ユニット＝70人（長期：50人、短期：20人）

6ユニット＝60人（長期：60人）

12 ユニット＝94人（長期：80人、短期：14人）

8ユニット＝104 人（長期：90人、短期：14人）

6ユニット＝70人（長期：70人）

4

6ユニット＝60人（長期：50人、短期：10人）

3ユニット＝29人（長期：29人）

12 ユニット＝120 人（長期：100 人、短期：20人）



「入居者・利用者の意思と尊厳を最優先にした暮らしのサポートを致します」という運営方針のもと、認知症の有無に関わら
ず一人の人として尊重し、その人の視点や立場に立って理解し、支援をおこなっています。そして、「人」の可能性を互いに
引き出し、支援を受ける人と支援を提供する人の全てが、その人の自分らしくあることを目指しています。

入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、入居前の生活が継続できるように一人ひとりの入居者の思いをアセスメントし
「暮らしの継続」ができるように支援します。入居者の自立した生活を支援するためのサービス提供をします。家族・地域の
方が気兼ねなく来られる施設を目指しています。

個別ケアの効果を施設全体で共有し、自律（立）支援の具現化を目指します。「暮らしの継続」の基本は潜在機能の発見と可
能な限りの維持と考え、入居者が自分の力で生き切った！と人生最大の自己実現の場となり、それが職員の自己実現に重な
るように努めます。「皆が、楽に、安全に、快適に、違和感なく」をケアの原点とし、民主的施設運営を目指します。

一人一人の人格、人間性、価値観を尊重し、個性やライフスタイルを尊重した「その人らしさ」を認めたサービスを提供します。
「人が人として尊厳を保ち、より良い人生がおくれること」そして「こうほうえんで生活出来て良かった、よい人生が送れて
よかった」と利用者や家族、地域の方々に言っていただけるケアを提供します。

当園では、「職員自らが自分の大切な人に入ってもらいたい、そして、自分が入りたいと思える施設を創ろう。」との思いを
具現化できるよう、個別ケアの充実を目指してサービスの質の向上に取り組んでいます。そして、自宅等から入居された方が、
家に近い生活空間で、安心して自分らしい暮らし（ふつうの暮らし）を継続できるケアに努めています。

きのこ老健は、重度の認知症の方にご利用いただいています。日々の関わりの中で、入居されている方々から学ぶことが多く、
やりがいのある尊い仕事です。小さな単位で関わることで、相手をより深く理解し、願いを聴き、その人らしさを支援する。
そして、職員一人一人が自ら考え行動できる仕事に自信と誇りをもっています。

ちくりんの里は回廊型で玄関も無く、落ち着きのない雰囲気の中で開設いたしました。ここを家にしようと改善計画を立て、
その中でも優先順位を立てながら少しづつ改善してきました。今年の年間目標は「自律を訴えられる環境づくり」と｢体にや
さしい環境づくり｣です。支援される高齢者のみならず、安定した職場環境を目指しています。

私たち四條畷荘では、「ゆったりとしたお風呂」「楽しい食事」「気兼ねのない排泄」「やさしい職員」の 4つをモットーに、
入居者の尊厳を守り、それぞれの自律した暮らしが実現できるよう、サポートさせて頂いております。そして、入居者の想
いに寄り添い、心が繋がる細やかな支援を目指しています。

平成 24年に新たに理念の見直しを行い、その理念のもと施設運営を行っています。
・私たちは、一人ひとりの思いのつまった暮らしを大切にします
・私たちは、関係するすべての方の笑顔をたいせつにします　　・私たちは、高齢者福祉の模範となる支援を追求します

「自由に生き生きと自分らしく」という理念の下、入居者・利用者の「その人らしさ」とは？を考えながら日々のケアに取り
組んでいます。また、時代とともに生活スタイルが変化しているように、ケアの手法も変わっていくものだと職員皆が理解
しながら、常に前向き・プラス思考でサービスを提供しています。

京都市

大阪府

大阪府

大阪府

奈良県

和歌山県

鳥取県

鳥取県

島根県

岡山県

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

老　健

京都市本能特別養護老人ホーム

高秀苑

ちくりんの里

四條畷荘

和里（にこり）

白浜　日置の郷

ゆうらく

よなご幸朋苑

眺峰園

きのこ老人保健施設

都道府県等 ユニット数と定員No. 施設種類 施設名

2016 年度後期　ユニットリーダー研修　実地研修施設一覧

11ユニット＝110 人（長期：90人、短期：20人）

6ユニット＝60人（長期：50人、短期：10人）

9ユニット＝100 人（長期：95人、短期：5人）

8ユニット＝84人（長期：74人、短期：10人）

8ユニット＝80人（長期：70人、短期：10人）

8ユニット＝80人（長期：77人、短期：3人）

5

12 ユニット＝110 人（長期：100 人、短期：10人）

13 ユニット＝130 人（長期：120 人、短期：10人）

10 ユニット＝100 人（長期：90人、短期：10人）

8ユニット＝72人（長期：63人、短期：9人）



入居者・家族から「この施設でよかった」と言って頂くことが私たちの何よりの願いです。『理念』は私たち全員が一丸となっ
て進むべき道標。各職種が専門性を発揮し、互いに認め、補完し合う多職種協働こそケアの根幹だと考えます。日々、安ら
かに暮らして頂くことを念頭に、これからも “おおらかに、さりげなく、細やかに” 寄り添うケアに努めます。

天恵荘には 5つの基本理念があり、この基本理念を具現化するため、今まで暮らしなれてきたお一人お一人の「暮らしの継続」
が実現できることを目標に個別ケアを行っています。働く職員においても “笑顔” と “挨拶” と “和” をモットーに明るく、
生きがいのある、働きやすい職場づくりを行っています。

「あなたのために　あなたの大切な人のために　みんなで幸せ　笑顔で応える　くわのみ荘」という理念を掲げ、入居者が自
分らしさを保ちながら、人生のラストステージを自分らしく過ごして頂けるよう、個別ケアに取り組んでいます。個別ケア
を追求、目指している皆さん、自分の大切な人を任せられる施設を増やして行きましょう！！

ハードは至るところに木材を使用し、木のぬくもりを感じて頂けるよう配慮、コンセプトは「ほっとできる我が家」。また職
員手作りの家具や日用品等、こちらも木をメインに作成している。ソフトは 2ユニット毎に調理員を配置し、美味しく食べ
て頂く為に、3食ユニット内調理を実施。地産地消にもこだわり「食」に重きを置いている。

自然豊かな神話のふるさと、この宮崎、西都の地で「私の人生は良い人生だった」と思っていただく為に、笑顔・感謝・思
いやりをモットーに、住み慣れた地域で最期まで自分らしく過ごしていただけるよう、職員一丸となって支援させていただ
いています。

自然豊かな山田の地で法人を創設し 35年。ユニット型特養として全面改築してから４年の施設です。「プラス志向で豊かな
創意。」『生き生きした介護』を目指します。」を理念とし、日々の暮らしが、お一人おひとりの望まれる暮らしであり続ける
よう、施設のみならず家族や地域の皆様と一緒になって、暮らしをサポートしていくことを目指しています。

これまでの生活習慣や価値観を尊重し、利用者の「その人らしさ」を大切にしています。味噌汁をユニットで作り、早く目
を覚まされる方から、朝食を食べていただいたり、お気に入りの地域の美容室にも今迄通り通ってもらったり、夜は晩酌を
楽しんでいただいたりしています。私たちは、利用者個々の暮らしぶりをしっかりとみつめています。

当施設は在宅復帰支援の施設機能をもつ介護老人保健施設ではありますが、在宅復帰という観点から、より “我が家” に近
い馴染みのある家庭的な雰囲気を大切にしています。入居者の出来ることを一つでも増やしていけるようなリハビリの充実、
自立支援、そして、尊厳ある個別ケアのために、介護・医療の専門職が連携した支援を目指しています。

法人理念である「やすらぎ」「豊かさ」「喜び」のある暮らしを入居者に送っていただけるよう、全職種がチームとなって総
合的にサービスを提供しております。またスウェーデン式の担当者制度を導入し、介護職員が入居者及び家族に、より密接
に関われる体制を敷くことで、信頼される施設作りを目指しています。

入居者一人ひとりが思いに寄り添ったケアと環境の中でその人らしい暮らしができる。地域の方々が自由に利用していただ
ける空間があり、入居者・家族・職員とのふれあいがある。職員もユニットで入居者や家族と共に暮らしを築く。当施設は
そんな場所を目指した施設創りを行っております。

「自宅ではない在宅」としてのユニットケアを導入して 14年、時の流れと共に形の継続のみが現場のゴールとなってしまい
士気も低迷期に突入。再び、医療ニーズが高く重介護であっても “暮らしの継続” を軸に、看護と介護の連携で最期まで口
で食べること、最期の自宅となったユニットでの看取りを実践しています。検証こそが私たちの力！

山口県

広島県

香川県

福岡県

福岡県

長崎県

長崎県

熊本市

熊本県

宮崎県

鹿児島県

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

老　健

老　健

特　養

療養型

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

特　養

ぺあれんと

ふかわ・くにくさ

きやま

有吉病院

くぬぎ苑

望星荘

天恵荘

くわのみ荘

龍生園

三納の里

やすらぎの里

都道府県等 ユニット数と定員No. 施設種類 施設名

2016 年度後期　ユニットリーダー研修　実地研修施設一覧

6ユニット＝60人（長期：50人、短期：10人）

10 ユニット＝103 人（長期：88人、短期：15人）

12 ユニット＝125 人（長期：120 人、短期：5人）

4ユニット＝40人（長期：40人）

10 ユニット＝100 人（長期：90人、短期：10人）

14 ユニット＝140 人（長期：120 人、短期：20人）

6

9ユニット＝90人（長期：70人、短期：20人）

7ユニット＝100 人（長期：93人）

12 ユニット＝100 人（長期：100 人）

6ユニット＝60人（長期：50人、短期：10人）

9ユニット＝90人（長期：90人）




