
別紙２ 

   地域密着型サービス運営推進会議の記録    

 

会議名称   ：第 27回（通算回数）【平成 28年度 第 4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 10月 25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  

羽曳野市職員 地域包括支援課 

  

  

  

  

  

  

≪事業者出席者≫ 

理事長 

管理者 

副管理者 

計画作成担当者 
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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 

 ■ もり秋祭り報告 

 ■ その他  

  

≪活動状況の報告≫ 

【Ｈ28年 8月 1日～Ｈ28年 9月 30日】 

１ 入居者・短期利用者状況 

・各階利用者状況 

要介護 1－1名、要介護 2－7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 

 

【退居】 

・8月 31日 女性(82) 

     

・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) 

・上野山歯科医院・・・口腔清掃の為 

・加藤医院 

・ＰＬ病院ストーマ外来 

・りんクリニック 
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【不定期診療】 

・8 月 

1 階：ひだまりの郷 

   なし 

 

2 階：やすらぎの郷 

   いぬい歯科医院・・・抜歯、義歯修理 

・9 月 

1 階：ひだまりの郷 

   ヤスダクリニック・・腰部～右臀部痛 、 嘔吐あり受診 

 

2 階：やすらぎの郷 

   河辺眼科・・・目の充血あり検査受診 

 

【入院】 

・なし 

 

・行事活動報告 

【全体】 

・ＰＬ花火鑑賞 

・みやびのもり秋祭り 

・みやび夏祭り参加 

 

【フロア】 

1 階：ひだまりの郷 

・8 月：全体外出・・・梅廼家（昼外食） 

    グループ外出・・びっくりドンキー（おやつ） 

            フラワー（おやつ） 

            花の文化園（昼外食＆散策） 

            パンろ~ど（おやつ＆散策） 

 

・9 月：全体外出・・・喜多八＆石川河川公園（昼外食＆散策） 

    グループ外出・・うかたま（おやつ） 

    個別外出・・・道明寺天満宮（散策＆おやつ） 

           桜コーヒー（昼外食） 
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2 階：やすらぎの郷 

・8 月：全体外出・・・橿原アルル（昼外食＆買い物＆散策） 

    グループ外出・・あん庵（おやつ） 

            ビッグエコー（おやつ＆カラオケ） 

            かごの屋（おやつ） 

            SUZUYA COFFEE（おやつ）    

・9 月：グループ外出・・うかたま（おやつ） 

            ビッグエコー（おやつ＆カラオケ） 

            うかたま（おやつ） 

            大神神社（昼外食＆散策） 

 

＜質問＞施設内でもカラオケはしますか？ 

    カラオケに出掛けるとでは違いはありますか？ 

＜回答＞施設内では、歌詞集を見ながらの歌レクを実施してます。 

    カラオケでは、マイクを持って歌う事もあり気分が変わり楽しまれています。 

 

＜質問＞大神神社は、境内まで上がられたんですか？ 

＜回答＞今回は 2 名の方が行かれ、階段を上がっている写真もありました。両名ともに思

い出の地という事もあり楽しまれていたようです。 

 

＜質問＞行く場所はどのように決めていますか？ 

＜回答＞担当者が内容を決めて企画書を作成しています。 

 

【ボランティア】 

・8 月 18 名 

   楽花生(傾聴ボランティア)(15 名) 、 オカリナ(1 名) 、 ザ・ミュージック(2 名) 

 

・9 月 79 名 

   楽花生(傾聴ボランティア)(18 名) 、 大正琴(6 名) 、 オカリナ(1 名)  

   ザ・ミュージック(2 名) 、 もり秋祭り(52 名) 

 

【クラブ】 

・8 月：運動クラブ 

・9 月：喫茶クラブ 、 運動クラブ 
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【介護相談員】 

・8 月 9 日(火) 13:30～15:00 

・9 月 4 日(日) 13:30～15:00 ※もり秋祭り 

 

・事故報告等 

【事故】 

1 階：ひだまりの郷 

・8 月： 4 件 

    ・衣類が縮んでいるのを発見する。 

    ・塗布薬の塗り間違い。 

    ・テーブルの上に薬 1 錠落ちているのを発見する。 

    ・自身で耳掃除されている際、耳内に出血あり。 

 

・9 月： 7 件 

    ・他者介助中物音有り、フロア床に座り込んでいる状態で発見する。 

    ・本氏より、義歯がない事訴え有り。捜索するも見付からず。 

    ・施設前、砂利道を歩いているのを発見する。 

    ・施設横のスズキ自動車の前で立っているのを発見する。 

    ・外環状線沿いのペットショップ前を歩いているのを発見する。 

    ・歩行中に膝折れあり、手押し車のハンドル部で顔を打たれる。 

    ・服薬中、口内より 1 錠落薬するも見失う。 

 

2 階：やすらぎの郷 

・8 月： 7 件 

    ・口腔ケア時に上唇より出血あり。 

    ・入浴介助時に右脛外側に傷・出血を発見する。 

    ・左手首横側に内出血を発見する。 

    ・食事介助時に舌先に出血があるのを発見する。 

    ・パット交換の際に左脛に内出血を発見する。 

    ・床に薬 1 錠落ちているのを発見する。 

    ・ボディチェックの際に右足外側に内出血を発見する。 

 

・9 月： 1 件 

    ・ボディチェックの際に右腕に内出血を発見する。 
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＜質問＞9月に行方不明の危険として 3件挙がっていますが、その時の職員の配置は何名で

すか？ 

＜回答＞基本的に 2名配置の時に挙がっています。 

 

＜アドバイス＞施設の近辺は車両の通りも多いので気をつけて頂きたいと思います。 

 

＜質問＞9月に挙がっている歩行中の膝折れは何処でありましたか？ 

＜回答＞施設のトイレ内です。 

 

＜質問＞8月に挙がっている内出血などは、内科的に何かあるという事はないですか？  

＜回答＞血液をサラサラにする薬を服用されています。 

 

【急変】 

1 階：ひだまりの郷 

・8 月：0 件 

・9 月：1 件 

    ・嘔吐があり受診。 

     原因不明のまま様子観察となる。 

 

2 階：やすらぎの郷 

・8 月： 1 件 

    ・廊下歩行途中に前に倒れ込まれる。 

     付添いスタッフ支え、床に横になっていただく。 

     呼びかけに反応なし。激しいいびきあり。顔血色不良。 

     バイタル測定不可。Ｓｐｏ２・・６７～７２％ 

     一時的に呼吸停止する。 

     安静位にて呼びかけを続け、５分程で意識戻り、呼びかけにも反応見られる。 

 

・9 月： 0 件 

 

＜みやびのもり＞嘔吐があり受診している方は、入居当初から定期的に嘔吐を繰り返して

いた事があり、受診対応していましたが原因が特定できないままです。 

 

＜みやびのもり＞8月の廊下歩行途中に前に倒れ込まれた方は、亡くなられた方と同じ方に

なります。 
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＜質問＞亡くなられた方は、以前から突然死があると言われていた方ですか？ 

＜回答＞重度の大動脈弁狭窄症との診断があり、突然死があると言われていた方です。 

    亡くなられた原因として、カリウム値低下による致死性の不整脈と言われていま

す。 

 

＜質問＞亡くなられたのは何時ごろですか？ 

＜回答＞夜間の 2時台です。 

 

【ヒヤリハット】 

1 階：ひだまりの郷 

・8 月：297 件 転倒・転落(170) けが・火傷(9) 誤薬・落薬・欠薬(25) 誤嚥・窒息(2) 

        異食・誤飲(3) 暴力行為(1) 行方不明(17) その他(70) 

 

・9 月：241 件 転倒・転落(128) けが・火傷(11) 誤薬・落薬・欠薬(35) 誤嚥・窒息(1) 

        異食・誤飲(1) 暴力行為(3) 行方不明(3) その他(59) 

 

2 階：やすらぎの郷 

・8 月：185 件 転倒・転落(77) けが・火傷(13) 誤薬・落薬・欠薬(16) 誤嚥・窒息(1) 

        異食・誤飲(1) 暴力行為(3) 行方不明(4) その他(70) 

 

・9 月：183 件 転倒・転落(81) けが・火傷(20) 誤薬・落薬・欠薬(9) 誤嚥・窒息(1) 

        異食・誤飲(1) 行方不明(4) その他(67) 

 

＜質問＞落薬が多く挙がっていますが、薬の形状を粉にする等の工夫は必要ないですか？ 

＜回答＞理解力の低下や義歯の間に挟まる。また、自身で薬を手のひらに乗せる際に落と

される等の要因によりヒヤリハットに挙がっている為、現状では粉砕する対応は

違うと考えます。 

 

＜アドバイス＞薬を飲んで頂く工夫として、カメラフィルムの空ケースやおちょこに薬を

入れて飲んで頂くなど、本人のプライドや動作を保ち出来る工夫もあると思うので検討し

て頂ければと思います。 
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【エコシート】 

1 階：ひだまりの郷 

・8 月： 35 件 水道の止め忘れ(5) 電気の消し忘れ(11) エアコンの消し忘れ(8) 

        食品の賞味期限切れ(4) 紛失・破損(5) その他(2) 

 

・9 月： 17 件 水道の止め忘れ(3) 電気の消し忘れ(3) エアコンの消し忘れ(3) 

        食品の賞味期限切れ(4) 紛失破損(4) 

 

2 階：やすらぎの郷 

・8 月： 12 件 エアコンの消し忘れ(1) CD の消し忘れ(4) 食品の賞味期限切れ(2) 

        紛失・破損(4) その他(1) 

 

・9 月：  6 件 食品の食味期限切れ(2) 紛失・破損(4) 

 

【苦情・要望】 

・8 月、9 月：0 件 

 

 

【ＯＪＴ・内部研修】 

・8 月：認知症高齢者の尊重   【講師】みやびのもり管理者 

・9 月：認知症高齢者の尊重   【講師】みやび管理者 

 

【外部研修】 

・なし 

 

【グループホーム計画作成者の集い】 

・8 月：＜場所＞ぶどうの家 2 番館  ＜議題＞利用者との関わり方について 

・9 月：＜場所＞たんぴ野 1 階会議室 ＜議題＞理念づくりについて 

 

≪その他≫ 

【人事】 

・入職：パート職員 女性 1 名 

 

・退職：パート職員 女性 1 名 

    正職員   男性 1 名 
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【入居・空き状況】 

・入居：なし 

・空き室：1 室 

・問い合せ：2 件 

・待機者：0 名 

 

【その他の活動】 

＜ほっとサロン＞ 

・9 月 季節（ハロウィン）の折り紙 

 

【現在の取り組み】 

・二十四節気を取り入れた活動 

・外部評価準備 

・相互評価準備 

・バザーへの提供品呼びかけ 

 

＜みやびのもり＞追加として、11 月 10 日、11 日に各フロア 3 名参加で奈良県に一泊旅行

に行くことが決定しました。 

 

＜みやびのもり＞バザーの提供品受付は 10 月 20 日で締め切らせていただきました。今回

多くの方の協力もあり無事に 11月 20日 10:00～13:00にみやびデイルームで開催する事が

決定しました。 

 

 

≪次回の会議≫ 

○ 次回議題  未定 

○ 次回開催月日 平成 28年 12月 20日（火）13:30～15:00 予定 

 


