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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 32回（通算回数）【平成 29年度 第 第 3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 29年 8月 22日（火） 13時 30分 ～ 15時 00分 

会議開催場所 ： みやびのもり 2F 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 
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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 

 ■ 雛訓練報告 

 ■ その他  

  

≪活動状況の報告≫ 

【Ｈ29年 6月 1日～Ｈ29年 7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 3－5名、要介護 4－4名、要介護 5－1名 

計 18名 

・入居、退居情報 

    なし 

・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病院脳外科 

・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 
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【不定期診療】 

・6月 

1階：ひだまりの郷 

   ヤスダクリニック・・・浮腫増大あり、エコー・レントゲン検査の為受診。 

   城山病院    ・・・腹部ＣＴ検査の為受診。 

   高石藤井病院  ・・・ＭＲＩ検査の為受診。 

   城山病院    ・・・タール便多量確認。検査受診。 

 

2階：やすらぎの郷 

   ヤスダクリニック・・・下肢の浮腫みあり、検査受診。 

 

7月 

1階：ひだまりの郷 

   松谷整形外科  ・・・右足先の痛みあり受診。 

   ヤスダクリニック・・・血圧低下、喫食量減少など症状あり往診となる。 

   城山病院    ・・・心筋梗塞の疑いあり検査受診。 

   ヤスダクリニック・・・退院の報告から往診となる。 

 

2階：やすらぎの郷 

   いぬい歯科医院 ・・・義歯修理の為、往診となる。(2回) 

 

【入院】 

・6 月 9 日～6 月 23 日 城山病院 

   タール便多量確認。ヤスダクリニックからの紹介状により検査受診。 

   末期の胃がんと診断される。 

   血小板の数値が著しく低下しており、血小板輸血対応の為入院となる。 

 

・7 月 6 日～7 月 18 日 城山病院 

   脱水症状あり、点滴治療の為入院となる。 

 

＜質問＞高石藤井病院は何処にありますか？また、家族要望で病院を選ばれたのですか？ 

＜回答＞高石市にあります。 

    元々は別の病院にかかられていまいたが、家族の要望で現在の病院に受診する事

になりました。 
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＜質問＞グループホームの運営基準に看護師の配置義務はありますか？ 

＜回答＞運営基準上は看護師配置の義務はないですが、みやびのもりでは、週に 3 日程度

で勤務してもらっています。 

 

＜意見交換＞ターミナルケアについて、医療行為の線引きや医療との連携。又は、施設か

在宅、或いは病院の選択になるかなど意見交換行う。 

 

・行事活動報告 

【全体】 

・みやびのもり合同外出(おやつ＆交流) 

 

【フロア】 

1階：ひだまりの郷 

・6月：全体外出・・・・喜多八＆しらとりの郷(昼外食＆散策) 

    グループ外出・・カフェわらび(おやつ) 

            むか新＆美具久留御魂神社(おやつ＆散策) 

    個別外出・・・・柿千＆しらとりの郷(昼外食＆あじさい鑑賞) 

 

・7月：全体外出・・・・上野ドライブイン(ドライブ＆昼外食) 

            あっぷるハウス(昼外食) 

    グループ外出・・あん庵(おやつ) 

            ぱんろ～ど(おやつ) 

    個別外出・・・・にじの会(おやつ＆交流) 

 

2階：やすらぎの郷 

・6月：人員不足の為、企画外出中止。 

・7月：全体外出・・・・喜多八＆しらとりの郷(昼外食＆散策) 

 

【ボランティア】 

・6月 20名 

    楽花生(傾聴ボランティア)(13名)、喫茶クラブ(4名)、オカリナ(1名) 

    ザ・ミュージック(2名) 

・7月 16名 

    楽花生(傾聴ボランティア)(6名)、喫茶クラブ(2名)、オカリナ(1名) 

    大正琴(5名)、ザ・ミュージック(2名) 
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【クラブ】 

・6月：喫茶クラブ 

・7月：喫茶クラブ(七夕まつり)、運動クラブ 

 

【介護相談員】 

・6月 13日 13:30～15:00 

・7月 11日 13:30～15:00 

 

・事故報告等 

【事故】 

1階：ひだまりの郷 

・6月： 9件 

    ・居室扉を開け部屋に入ろうとされた際、後方にふらつき転倒される。 

    ・更衣介助時、右上腕部内側に内出血があるのを発見する。 

    ・トイレ内で床に落ちたタオルを拾う際、額が手すりにあたる。 

    ・手引き歩行時に膝折れあり、支えきれず床に座っていただく。 

    ・物音有り訪室すると、タンス横にうつ伏せに倒れている状態を発見する。 

    ・ベッドからの離床介助時、右足甲に内出血があるのを発見する。 

    ・入浴時、左でん部内側に内出血を発見する。 

    ・南側非常口から洗濯物を抱えて入ってこられる所を発見する。 

    ・更衣介助時、左足すねに 2 か所剥離があるのを発見する。 

 

・7 月： 10 件 

    ・バイタル測定時、左前腕に内出血があるのを発見する。 

    ・洗面所にて水栓部分操作時、右手親指を挟まれる。 

    ・椅子からずり落ち尻もちを付かれる。 

    ・物音有り訪室すると、床に左側臥位で倒れている状態で発見する。 

    ・トイレ後、曲がり角の角部分に右まぶたをぶつけられる。 

    ・更衣介助時、右大腿部外側に内出血があるのを発見する。 

    ・塗布薬の塗り忘れ。 

    ・物音有り訪室すると、床に長座位で座っている状態を発見する。 

    ・声があり訪室すると、ベッド横の床に両膝をたて座っている状態で発見する。 

    ・声があり訪室すると、ベッド横の床に手を付き正座されている状態で発見する。 
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2 階：やすらぎの郷 

・6 月： 5 件 

    ・入浴時、右臀部に掻き傷状の傷を発見する。 

    ・調理後、包丁のなおし忘れを発見する。 

    ・食前薬の服用遅れ。 

    ・口腔ケア時、他者の歯ブラシを使用される。 

    ・移乗介助時、左肘が手すりにあたる。 

 

・7 月： 3 件 

    ・塗布薬時、左脛の内側に黄痣を発見する。 

    ・更衣介助時、左上腕内側に痣を発見する。 

    ・居室前にてふらつき尻もちを付かれる。 

 

＜質問＞ひだまりの郷の 7 月に挙がっている、ベッド横の床に座っている事故報告書は同

じ方ですか？ 

＜回答＞同じ方です。 

 

＜質問＞居室の床にマットを敷くなど、施設として居室環境を変えることは可能ですか？ 

＜回答＞入居者の状態や要望に合わせて居室環境を変える事は可能です。 

 

【急変】 

1階：ひだまりの郷 

・6月、7月：0件 

 

2階：やすらぎの郷 

・6月、7月：0件 

 

【ヒヤリハット】 

1階：ひだまりの郷 

・6 月： 316 件 転倒・転落(117) けが・火傷(9) 誤薬・落薬・欠薬(49) 誤嚥・窒息(1) 

         異食・誤飲(5) 暴力行為(1) 行方不明(9) その他(125) 

・7 月： 337 件 転倒・転落(126) けが・火傷(10) 誤薬・落薬・欠薬(52) 

 誤嚥・窒息(6) 異食・誤飲(5) 暴力行為(3) 行方不明(6) その他(129) 
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2 階：やすらぎの郷 

・6 月： 245 件 転倒・転落(67) けが・火傷(48) 誤薬・落薬・欠薬(16) 異食・誤飲(3) 

         暴力行為(8) その他(103) 

・7 月： 165 件 転倒・転落(49) けが・火傷(29) 誤薬・落薬・欠薬(11) 誤嚥・窒息(1) 

         異食・誤飲(3) 暴力行為(11) 行方不明(2) その他(59) 

 

【エコシート】 

1階：ひだまりの郷 

・6 月：  16 件 水道の止め忘れ(2) 電気の消し忘れ(3) エアコンの消し忘れ(2) 

         テレビの消し忘れ(3) 食品の賞味期限切れ(2) 紛失・破損(4) 

・7 月：  17 件 水道の止め忘れ(2) 電気の消し忘れ(1) エアコンの消し忘れ(2) 

         食品の賞味期限切れ(2) 紛失・破損(8) その他(2) 

 

2 階：やすらぎの郷 

・6 月：  5 件 紛失・破損(5) 

・7 月：  10 件 電気の消し忘れ(2) エアコンの消し忘れ(1) 換気扇の止め忘れ(1) 

         食品の賞味期限切れ(2) 紛失・破損(4) 

 

【苦情・要望】 

・6月、7月：0件 

 

【ＯＪＴ・内部研修】 

・6 月：＜議題＞認知症高齢者への支援  ＜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】 

・6 月：＜場所＞ぶどうの家 2 番館  ＜議題＞介護度が高い方が多人数のフロアでの流れ

や活動 

・7 月：＜場所＞たんぴ野ホール   ＜議題＞利用者同士のトラブル・関わりについて 

                      職員がどのように支援しているのか？ 

 

＜質問＞計画作成者の集いは全てのグループホームが参加しているのですか？ 

＜回答＞羽曳野市内の全てのグループホームと藤井寺市の一部のグループホームが参加し

ています。 
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・その他 

【人事】 

・入職： パート職員 女性 2 名 

     正職員   女性 1 名 

 

・退職： なし 

 

【入居・空き状況】 

・入居：なし 

・退居：なし 

・空き室：0 室 

・問い合せ：0 件 

 

【その他の活動】 

＜避難訓練＞ 

・6 月 10 日 夜間帯 2 階台所出火想定 

       ※別紙報告書参照 

 

＜西浦小学校夏祭り＞ 

・7 月 30 日 金魚すくいブース手伝い 職員 4 名 

 

【現在の取り組み】 

・二十四節気を取り入れた活動 

・みやびのもり秋祭りに向けての準備 

・職員体制について 

 

＜質問＞職員体制についての内容を教えてください。 

＜回答＞1階：ひだまりの郷のリーダーが退職される事になりました。それに伴い、両階に

新しくリーダーを配置します。 

9月発行のフロアだよりにそれぞれリーダーの紹介を掲載する予定をしてます。 

 

 

≪次回の会議≫ 

○ 次回議題  未定 

○ 次回開催月日 平成 29年 10月 24日（火）13:30～15:00 

          みやびのもり 2F 北側スペース 


