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   地域密着型サービス運営推進会議の記録    

 

会議名称   ：第 24回（通算回数）【平成 28年度 第 1回 】運営推進会議 

        ☑定例 □臨時 □その他（                 ） 

事業者名   ： 社会福祉法人ふくふく会                                

事業所名   ： グループホームみやびのもり                     

サービス種類 ： 認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護                                

会議開催日時 ：平成  28年 4月 26日（火） 13時 30分 ～ 15時 00分 

会議開催場所 ： みやびのもり 2階 北側スペース                               

 

≪運営推進会議出席者≫ 

構 成 区 分 職 種 等 

利用者代表  

利用者の家族  

地域住民の代表 民生委員 

介護相談員 介護相談員 

知見を有する者  

  

  

  

  

  

  

  

≪事業者出席者≫ 

理事長 

管理者 

副管理者 
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≪議 題≫ 

 ■ 活動状況報告 

 ■ 活動状況報告についての質疑応答 

 ■ その他  

  

≪活動状況の報告≫ 

【Ｈ28年 2月 1日～Ｈ28年 3月 31日】 

１ 入居者・短期利用者状況 

・各階利用者状況 

要介護 1－2名、要介護 2－6名、要介護 3－4名、要介護 4－3名、要介護 5－2名 

計 17名 

・入居、退居情報 

【入居】 

・3 月 23 日 女性(97) 

【退居】 

・2 月 26 日 男性(86) 

・3 月 4 日 男性(100) 

 

・短期利用状況    

利用者 0名 利用日数 0日 

  

２ 活動状況報告 

・医療状況報告 

【定期診療】 

・ヤスダクリニック(2 回/月 往診) 

・いぬい歯科医院 (1 回/月 往診) 

・ＰＬ病院泌尿器科 

・上野山歯科医院・・・口腔清掃の為 

・近大病院眼科 

・加藤医院 

・田辺脳神経外科 

・ＰＬ病院ストーマ外来 

・りんクリニック(精神面不安定により定期での受診再開となる) 

・城山病院眼科 
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【不定期診療】 

・2 月 

1 階：ひだまりの郷 

   青山病院・・・発熱の為受診、インフルエンザＡ型と診断。(3 名) 

   みやもと脳神経外科・・・顔の血色不良、言語不明瞭、歩行不安定症状あり受診。 

   ヤスダクリニック・・・発熱の連絡により往診、インフルエンザＡ型と診断。(2 名) 

 

2 階：やすらぎの郷 

   ヤスダクリニック・・・発熱の為受診。 

   ヤスダクリニック・・・発熱の連絡により往診、インフルエンザＡ型と診断。(2 名) 

   上野山歯科医院・・・歯の治療の為。 

   城山病院・・・不整脈あり検査受診。 

 

・3 月 

1 階：ひだまりの郷 

   いぬい歯科医院・・・義歯修理の為。 

   青山病院・・・微熱の為受診、検査入院となる。 

   久志本クリニック・・・陥没爪の為受診。 

 

2 階：やすらぎの郷 

   いぬい歯科医院・・・義歯修理の為。 

 

【入院】 

・3 月 27 日～4 月 2 日 微熱あり検査入院となる。 

 

＜みやびのもり＞2月上旬よりインフルエンザが蔓延しました。発症者が入居者と職員合わ

せて 10名を超えた為、保健所と市役所に発生と終息の報告を行いました。 

 

＜質問＞インフルエンザが蔓延している時期は面会の制限をしましたか？ 

＜回答＞家族様への声掛けを行い、面会の制限を行いました。 

 

＜みやびのもり＞不整脈の検査受診で重度の大動脈弁狭窄症を診断された方がおり、突然

死の可能性もある事を言われています。 

＜質問＞突然死がある事を踏まえ、対応方法について家族様と話し合われていますか？ 

＜回答＞書面を作成し、対応についての確認を行いました。 
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・行事活動報告 

※企画をたてての外出行事は、人不足の為実施なし。 

【ボランティア】 

・2 月 0 名 

   インフルエンザの発生により中止。 

・3 月 17 名 

   楽花生(傾聴ボランティア)(11 名) 大正琴(6 名) 

 

＜みやびのもり＞企画外出が、人員不足により実施出来ていませんが、4 月より徐々に再開

を考えています。 

 

【クラブ】 

・2 月：運動クラブ(節分) 

・3 月：喫茶クラブ(桜祭り)、運動クラブ 

 

【介護相談員】 

・2 月 3 日(火) 13:30～15:00 インフルエンザの為中止。 

・3 月 8 日(火) 13:30～15:00 

 

・事故報告等 

【事故】 

1 階：ひだまりの郷 

・2 月： 13 件 

    ・本氏の声により訪室。床に横たわっているのを発見する。 

    ・歩行時ふらつきあり、支えきれない為床に座っていただく。 

    ・方向転換時にふらつきあり、支えるも支えきれず座り込む。 

    ・物音により訪室、床に倒れているのを発見する。 

    ・調理中、包丁が指の爪に当たる。 

    ・雑巾縫い中に針で指を突かれる。 

    ・トイレ誘導後、対応忘れにより 30 分程トイレ内に居たままであった。 

    ・フロアソファー前の床に横たわっているのを発見する。 

    ・右足第 5 指付け根に内出血を発見する。 

    ・物音により目を向けると尻もちを付かれているのを発見する。 

    ・内服薬の服用遅れ。 

    ・服薬後、衣類に薬が 1 錠残っているのを発見する。 

    ・移乗介助時にバランスを崩し転倒される。 
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・3 月 8 件 

    ・両下肢に水泡を発見する。(湯たんぽによる低温やけど) 

    ・物音により駆けつけると洗面所で倒れているのを発見する。 

    ・洗濯物を干している際バランスを崩し転倒される。 

    ・雑巾縫い中に針で指を突く。 

    ・湿布薬の剥が忘れ。2 件 

    ・内服薬最終確認時に、袋内に薬が 1 錠残っているのを発見する。 

    ・敷地内ゴミ置き場付近にいるのを発見する。 

 

2 階：やすらぎの郷 

・2 月 3 件 

    ・食前薬の服用遅れ。 

    ・内服薬準備時に 1 錠足らない事に気付く。 

    ・インスリンの施注遅れ。 

 

・3 月 5 件 

    ・介助中に右腰部に 1cm 程の皮めくれを発見する。 

    ・入浴介助時に左腰部に発赤と腫脹を発見する。 

    ・フロア歩行中にソファーカバーに躓き転倒される。 

    ・貼り薬の剥がし忘れ。 

    ・フロアにて急に声を上げ転倒される。 

 

＜質問＞ふらつきが多いですが同じ方ですか？ 

＜回答＞一部同じ方の件もありますが、違う方です。 

 

＜質問＞ふらつきでパーキンソン症状が原因となる場合がありますが、居られますか？ 

＜回答＞当施設ではおられないです。 

 

＜アドバイス＞ふらつきの要因としてパーキンソン症状や貧血、除脈などが考えられる場

合もある為気をつけてください。 

 

＜質問＞行方不明は一人で出られるんですか？ 

＜回答＞入居者様一人で出られます。今のところ、フロア外の職員が気付いている等、入

居者様のみで出られることはないです。 

 フロアの職員が気付かない間に外に出られた場合は事故報告書として挙げてもらってい

ます。 
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【急変】 

1 階：ひだまりの郷 

・2 月、3 月：0 件 

2 階：やすらぎの郷 

・2 月：1 件 

   ・訪室し声掛け行うも反応なし。意識を失っている本氏を発見する。 

・3 月：1 件 

   ・訪室し声掛け行うも反応なし。意識を失っている本氏を発見する。 

 

【ヒヤリハット】 

1 階：ひだまりの郷 

・2 月：151 件 転倒・転落(69) けが・火傷(3) 誤薬・落薬・欠薬(31) 誤嚥・窒息(4) 

        暴力行為(3) 行方不明(1) その他(40) 

・3 月：211 件 転倒・転落(81) けが・火傷(16) 誤薬・落薬・欠薬(29) 誤嚥・窒息(3) 

        暴力行為(12) その他(70) 

 

2 階：やすらぎの郷 

・2 月：173 件 転倒・転落(53) けが・火傷(8) 誤薬・落薬・欠薬(13) 異食・誤飲(1) 

        暴力行為(14) 行方不明(2) その他(82) 

・3 月：179 件 転倒・転落(72) けが・火傷(8) 誤薬・落薬・欠薬(12) 誤嚥・窒息(1) 

        異食・誤飲(3) 暴力行為(6) 行方不明(5) その他(72) 

 

【エコシート】 

1 階：ひだまりの郷 

・2 月：28 件 水道の止め忘れ(1) 電気の消し忘れ(7) エアコンの消し忘れ(9) 

       テレビの消し忘れ(2) ＣＤの消し忘れ(1) 食品の賞味期限切れ(1) 

       加湿器の消し忘れ(1) 紛失・破損(4) その他(2) 

・3 月：25 件 水道の止め忘れ(5) 電気の消し忘れ(3) エアコンの消し忘れ(4) 

       テレビの消し忘れ(1) 食品の賞味期限切れ(1) 加湿器の消し忘れ(4) 

       紛失・破損(5) その他(2) 

 

2 階：やすらぎの郷 

・2 月：13 件 エアコンの消し忘れ(2) テレビの消し忘れ(1) ＣＤの消し忘れ(1) 

       食品の賞味期限切れ(5) 紛失・破損(4) 

・3 月：13 件 電気の消し忘れ(1) エアコンの消し忘れ(2) ＣＤの消し忘れ(1) 

       食品の賞味期限切れ(3) 紛失・破損(5) その他(1) 
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・研修等 

【苦情・要望】 

・2 月、3 月：0 件 

 

【ＯＪＴ・内部研修】 

・2 月：個人情報・プライバシーについて  【講師】みやび管理者 

・3 月：個人情報・プライバシーについて  【講師】みやびのもり管理者 

 

【外部研修】 

・なし 

 

【グループホーム計画作成者の集い】 

・2 月：＜場所＞たんぴ野 ＜議題＞課題分析について ・ 困難事例について 

・3 月：＜場所＞みやび  ＜議題＞問題のあるスタッフへの対応 ・ ＯＪＴの取り組み

方法 

 

≪その他≫ 

【人事】 

・入職： 正職員   女性 2 名 

     パート職員 女性 2 名 

 

・退職： なし 

 

【入居・空き状況】 

・入居：女性(97) 

・空き室：1 室 

・問い合せ：1 件 

・待機者：0 名 

 

＜みやびのもり＞入居された女性(97)はすぐに退居されています。 

＜質問＞退居された理由は何ですか？ 

＜回答＞入居直前で悪性腫瘍が発見され、入居されてからすぐに微熱などで入院され、そ

のまま医療との連携が密に必要となり退居となりました。 
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【その他の活動】 

＜ほっとサロン＞ 

・3 月 ジェネリック医薬品について 

 

＜その他＞ 

・ＰＬ看護学生実習受け入れ（2 月 3～4 日） 

 

【現在の取り組み】 

・二十四節気を取り入れた活動 

・全体家族会準備 

・旅行準備 

 

＜質問＞旅行は、皆で考えているんですか？ 

＜回答＞皆で話をし決めています。 

 

＜みやびのもり＞運営推進会議の家族様代表について、輪番制も考えたいと思っています。 

＜意見＞たまに参加するだけだと内容が分からない。続けて出るからわかる事もあると思

います。 

＜みやびのもり＞意見も踏まえて検討していきたいと思います。 

 

≪次回の会議≫ 

○ 次回議題  未定 

○ 次回開催月日 平成 28年 6月 28日（火）13:30～15:00 予定 

 


