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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 36回（通算回数）【平成 30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 30年 4月 24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 

みやびのもり 2階リーダー 
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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≫ 

【Ｈ30年 2月 1日～Ｈ30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 2－5名、要介護 3－5名、要介護 4－5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 (医師・衛生士各１回/月 往診) 

・あさの整骨院  (4 回/週 往診) 

・加賀鍼灸整骨院 (3 回/週 往診) 

・コープ診療所  (2 回/月 往診) 

・米谷整骨院   (2 回/月 往診) 

・田辺脳神経外科 

・加藤医院 

・ＰＬ病院ストーマ外来 

・りんクリニック 

 

＜質問＞多くの医療機関がありますが、入居される前から診て頂いていた医療機関がある

からですか？ 

＜回答＞入居前からのかかりつけ医を希望される方には、そのまま継続して頂いています。

又、入居されてから必要となり定期で診て頂いている医療機関もあります。 

 

 



別紙２ 

【不定期診療】 

2 月 

1 階：ひだまりの郷 

・いぬい歯科医院・・義歯調整の為往診。 

 

2 階：やすらぎの郷 

・たてやまクリニック・・右足第 1 指腫脹、熱感あり受診。 

 

3 月 

1 階：ひだまりの郷 

・ヤスダクリニック・・ボトックス施注(筋肉の痙攣や緊張を抑える)の為往診。 

 

2 階：やすらぎの郷 

・いぬい歯科医院・・義歯修理の為往診。(2 回) 

 

・行事活動報告 

【全体】 

なし 

 

【フロア】 

1 階：ひだまりの郷 

・2 月： グループ外出・・動物愛護管理センター(ふれあい＆おやつ) 

            カフェ・ユー(昼外食) 

            道明寺天満宮(観梅＆おやつ) 

    個別外出・・・・にじの会(昼外食＆交流) 

 

2 階：やすらぎの郷 

・2 月：グループ外出・・桜珈琲(おやつ) 

            カフェ風遊(おやつ) 

            桜珈琲(おやつ) 

    個別外出・・・・にじの会(昼外食＆交流) 
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【ボランティア】 

・2 月 16 名 楽花生(傾聴ボランティア)(12 名)、喫茶クラブ(1 名)、オカリナ(1 名) 

       ザ・ミュージック(2 名) 

・3 月 27 名 楽花生(傾聴ボランティア)(14 名)、喫茶クラブ(5 名)、オカリナ(1 名) 

       大正琴(5 名)、ザ・ミュージック(2 名)  

  

＜質問＞楽花生の方は、何名ぐらい来られていますか？ 

＜回答＞1 回に 5～8 名程度で、2 ユニットに分かれてもらっています。 

＜みやびのもり＞入居者から色々な話を聞き、教えてくださいます。 

        回想法など会話の内容も豊かで色々な話を引き出して下さっています。 

    

【クラブ】 

・2 月：喫茶クラブ(バレンタイン喫茶)、運動クラブ(節分) 

・3 月：喫茶クラブ(ひな祭り喫茶) 

 

【介護相談員】 

・2 月 13 日 13:30～15:00 

・3 月 13 日 13:30～15:00 

 

・事故報告等 

【事故】 

1 階：ひだまりの郷 

・2 月： 4 件 

    ・フロア床に薬が落ちているのを発見する。 

    ・物音あり訪室すると居室扉前で転倒されているのを発見する。 

    ・食前薬の投薬遅れ。 

    ・トイレ内床に薬が落ちているのを発見する。 

 

・3 月： 5 件 

    ・昼食後薬の投薬忘れ。 

    ・食前薬の投薬遅れ。 

    ・入居者様一人で出かけられ見失う。 

    ・眠前薬の投薬忘れ。 

    ・入浴時、熱めのお湯が右ひじにかかる。 
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2 階：やすらぎの郷 

・2 月： 4 件 

    ・入床介助時、左肘に内出血があるのを発見する。 

    ・排泄介助時、左臀部に搔き傷があるのを発見する。 

    ・左頬に青あざがあるのを発見する。 

    ・入浴介助時、左額に痣があるのを発見する。 

 

・3 月： 5 件 

    ・物音あり訪室すると、ベッドより転落されているのを発見する。 

    ・入浴後、左手甲付け根に内出血があるのを発見する。 

    ・離床介助時、右前腕部に黄痣があるのを発見する。 

    ・更衣介助時、右胸に青あざがあるのを発見する。 

    ・入浴前脱衣時、椅子より床にずり落ちる。 

 

＜質問＞傷や内出血は、同じ入居者ですか？ 

＜回答＞今回挙がっている内容は、2 名の入居者です。 

＜みやびのもり＞2 階で挙がっている件については、針治療が要因となっている可能性が高

いことが分かり今後は件数が減少していくと考えています。 

 

＜質問＞針治療をされている方は、ADL 面に効果はありますか？ 

＜回答＞効果に関しての判断は難しいですが、ADL 面の低下はあまり見られていないです。 

 

【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、3 月： 0 件 

 

【ヒヤリハット】 

1 階：ひだまりの郷 

・2 月：213 件 転倒・転落(54) けが・火傷(9) 誤薬・落薬・欠薬(58) 誤嚥・窒息(1) 

        異食・誤飲(8) 暴力行為(10) 行方不明(1) その他(72) 

・3 月：157 件 転倒・転落(26) けが・火傷(4) 誤薬・落薬・欠薬(49) 誤嚥・窒息(2) 

        暴力行為(6) 行方不明(12) その他(58) 
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2 階：やすらぎの郷 

・2 月： 71 件 転倒・転落(16) けが・火傷(16) 誤薬・落薬・欠薬(6) 異食・誤飲(3) 

        暴力行為(4) その他(26) 

・3 月： 86 件 転倒・転落(20) けが・火傷(29) 誤薬・落薬・欠薬(8) 誤嚥・窒息(1) 

        異食・誤飲(2) 暴力行為(1) その他(25) 

 

＜みやびのもり＞2 階の件数が減少していますが、傷・内出血の要因が判明したことにより

減少していると判断しています。 

 

【エコシート】 

1 階：ひだまりの郷 

・2 月： 14 件 電気の消し忘れ(1) エアコンの消し忘れ(8) 加湿器の消し忘れ(2) 

        紛失・破損(2) 

・3 月：  8 件 エアコンの消し忘れ(1) 食品の賞味期限切れ(2) 紛失・破損(5) 

 

2 階：やすらぎの郷 

・2 月： 14 件 水道の止め忘れ(1) 食品の賞味期限切れ(3) 紛失・破損(8) その他(2) 

・3 月：  9 件 エアコンの消し忘れ(1) 食品の賞味期限切れ(2) 紛失・破損(4) 

 その他(2) 

 

【苦情・要望】 

・2 月、3 月：0 件 

 

【ＯＪＴ・内部研修】 

・2 月：＜議題＞窒息時対応について  ＜講師＞みやびのもり 2 階スタッフ 

    ＜議題＞摂食嚥下研修会    ＜講師＞外部講師 

 

・3 月：＜議題＞職場環境について   ＜講師＞みやび管理者 

 

＜質問＞「職場環境について」は、入居者の生活環境か職員の働く環境かどちらですか？ 

＜回答＞職員の働く環境についてです。サービス残業や休憩時間の確保など、現状で課題

となっている事の整理と今後の取り組みについて検討しています。 

＜アドバイス＞新人研修で「プリセプター制度」を取り入れている施設が多いと聞きます。 

       1～2 年目の職員が新人研修を担当する事が多く、自身の働きを見直せる機

会にもなり良い制度と聞いています。 
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【外部研修】 

・2 月：グループホーム職員交流会(市役所) 

     

【グループホーム計画作成者の集い】 

・2 月：＜場所＞たんぴ野ホール    ＜議題＞事故発生時の原因分析、対策について 

・3 月：＜場所＞ぶどうの家 2 番館   ＜議題＞モニタリングについて 

 

・その他 

【人事】 

・入職： パート職員 男性 1 名 

・退職： パート職員 女性 2 名 

 

【入居・空き状況】 

・入居：なし 

・空き室：0 室 

・問い合せ：0 件 

 

【その他の活動】 

＜西浦支援学校職業体験＞ 

・2 月 1 日～2 日 9:00～15:00 1 名受け入れ 

 

＜ＰＬ看護学生実習＞ 

・2 月 6 日～7 日 9:00～17:00 4 名受け入れ 

 

【現在の取り組み】 

・二十四節気を取り入れた活動 

・みやびのもり家族会準備・・・5 月 13 日(日) 
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【その他報告】 

・みやびのもり玄関施錠について 

 

＜みやびのもり＞3月に入居者を見失う事故が発生しました。 

        施設を出られてすぐに後を追いましたが、普段と違う行動を取られた為

初期の段階で見失ってしまい発見まで 1 時間ほどかかるという事があり

ました。 

現状、入居者の安全面の確保の為に玄関の施錠が必要と判断しました。 

今後は、開錠に向けて長期的に取り組みを続け行きたいと考えています。 

＜アドバイス＞まずは、意思統一に向けて職員からの聞き取りや意見交換を進めていって

ほしいと思います。 

 

 

 

 

≪次回の会議≫ 

○ 次回議題  未定 

○ 次回開催月日 平成 30年 6月 26日（火）13:30～15:00 

         みやびのもり 2階 北側スペース 

 


