
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41回　（通算回数　【平成30年度　第　6　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　31年　2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

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

≪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



＜回答＞支援学校の教諭が来苑時に教えてもらいました。今は、DVDを使用し合同で行っています。
ＰＬ病院 １回/２月 受診

２．活動状況報告

往診コープ診療所 ２回/月

ヤスダクリニック ２回/月 往診

いぬい歯科 １回/月 往診

いぬい歯科衛生士 １回/月 往診

：

近畿大学病院 １回/１年 受診

３名 １名 ４名
男性　０名

女性　９名

上野山歯科 １回/２月 受診

平成３０年１２月１日～平成３１年１月３１日

活動状況報告書

グループホーム　みやびのもり

１．利用者状況（定員１８名）

　　平成３１年１月３１日現在の利用者状況

清熱要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

１名

PL病院
ストーマ外来

１回/３月

２階　やすらぎの郷

城山病院 ： 踵の傷処置

城山病院

平均年齢：　８６歳 ７９歳～９９歳

合計 １名 ７名 ３名 ５名

平均年齢：　８６歳 ８２歳～９３歳

男性　０名

受診

りんクリニック １回/２月 受診

米谷整骨院 ２回/月 往診

加賀鍼灸整骨院 ３回/週 往診

： 食事・水分摂れず

： 踵の傷処置

城山病院 ： 踵の傷処置

：

：

城山病院

２名 １８名

：１２月６日・・（１階）女性（８４歳）が入居される。

定期診療

　　入居・退居状況および入院・短期入所利用状況

あさの整骨院 ４回/週 往診

女性　９名

１２月

合同外出・・橿原観光ホテル＆橿原神宮(おやつ＆参拝)

：

上野山歯科 ： 頬の赤み続く

ヤスダクリニック ： 口唇から鼻にかけて赤みあり

藤本病院(２回) ： 左頬の赤みが拡大、腹痛続く

城山病院 ： 右口角ひきつり、呂律まわらない様子あり

左頬の赤み、頭痛、腹痛症状あり救急搬送

２階　やすらぎの郷

：

ヤスダクリニック

個別外出

びっくりドンキー（おやつ）・フラワー（おやつ） 図書館

カフェユー（おやつ）

１２月

みやび餅つき大会

　　フロア行事

ひ
だ
ま
り
の
郷

や
す
ら
ぎ
の
郷

初詣（日吉神社） 個別外出

グループ外出 全体外出

 　全体行事

３．行事活動報告

１階　ひだまりの郷

＜質問＞避難訓練の地域の方の見守りはどのように参加の呼びかけをしましたか？

＜回答＞他の行事に来て頂いた時に近隣住民を対象に声かけを行いました。

＜アドバイス＞人員等で外出が難しい場合は、敷地内でおやつを食べる。また、テラスなどで足湯をする等出来る

　　　　　　　　　　事を考えて実施するのも良いと思います。

１２月

合計　　１１　名

３名クリスマス・忘年会（手伝い） ６名 避難訓練見守り

傾聴ボランティア（楽花生） ７名

３名 ザ・ミュージック ２名

図書館

なし

１階　ひだまりの郷

２階　やすらぎの郷
１名 ４名 ２名 １名 １名

＜質問＞橿原観光ホテルまではどのくらいの時間がかかりますか？

手工芸クラブ １名

喫茶クラブ（南京玉簾） １名

クリスマス・忘年会（ドルチェ）

義歯調整

ヤスダクリニック（２回）

１月

橿原観光ホテル＆橿原神宮（昼外食＆初詣）

なし

１月

初詣（日吉神社）

右足背に腫脹続く

義歯修理

城山病院 ： 踵の傷処置

松谷整形外科 ： 右足背に腫脹あり

＜質問＞運動クラブで実施している「転倒予防体操」とはどんな内容ですか？

＜回答＞高速を使って40～45分です。

： 風邪症状、発熱

不定期診療＜　１２月＞ １階　ひだまりの郷

　　ボランティア ※１ギター・マンドリン　※２フルート

１２月

花クラブ ２名

不定期診療＜　１月＞

いぬい歯科（４回） ：

合計　　２４　名

１月

オカリナ １名

喫茶クラブ（手伝い） ４名 大正琴 ５名

　　クラブ

ヤスダクリニック訪看 ： １週間点滴 手工芸クラブ(干支作り）
１月

喫茶クラブ（新年会）

いぬい歯科 ： 花クラブ（クリスマス会用アレンジフラワー） 運動クラブ（ピンポンコロコロ）

　　その他

不定期診療＜　１２月＞ ・みやびのもり避難訓練 ・眼鏡市場無料点検

・羽曳野市介護相談員　１２月１１日・１月８日 ・おせち作り

不定期診療＜　１月＞

藤本病院 ：



＜その他＞「ユマニチュード」を数年前にTVで観た事があるが、「見る・触れる・立つ・話す」の「立つ」という事が

　　　　　　　認知症の進行予防にも繋がるという事を放送しており、改めて「立つ」という事の大切さを考えさせられた。

内部研修など

１/２３　【議題】認知症・介護技術について　　【講師】みやびのもり２階スタッフ

１０．人事

退職者：男性パート職員　1名

：スタッフ期末面談準備

＜質問＞行方不明の危険が事故に繋がらないようにしている工夫を教えてください。

＜回答＞入居当初に比べると、本人も慣れてきたのか施設玄関辺りまで出られるが、ある程度の時間で帰ってこられます。

：ひな祭り準備

：平成31年度行事年間スケジュール

：認知症知っとこ～座（西浦小学校）

外部研修など

１２/１１　計画作成者の集い　【場所】ぶどうの家２番館　　　【議題】サービス担当者会議について

１/６　　　 計画作成者の集い　【場所】ぶどうの家２番館　　　【議題】新入居者の家族面談やアセスメント作成について

１/１６日～１８日　ＰＬ看護学生実習　１月１６日～１８日　学生３名

９．研修など

　　　　　　 早期に気付けるように、自動扉にセンサーを設置しました。

８．苦情・要望

１２月
0 1 1 0 2 2

６件

１月
1

：排便状況の確認ミスにより便通剤の欠薬が発生する。

：点眼薬の投薬忘れ

：左ふくらはぎに4cm程の表皮剥離を発見する。

：テーブルの上に溶けた錠剤があるのを発見する。

：散剤の袋を落とされ一部しか服用できず。

＜みやびのもり＞2階の方が2月に入ってから看取り介護に移行しています。

　　　　　　　　　　　 2名共にみやびのもりでの看取りを希望されています。

　　　　　　　　　　　 ヤスダクリニックと連携を取りながら、より良い最期を迎えて頂けるよう対応していきます。

　　　　　　　　　　　 家族様とも密に話合いを行い、思いを汲み取った対応を行っていきます。

１２月 ：床に錠剤が落ちているのを発見する。

１件

１月 ：床に溶けた錠剤が落ちているのを発見する。

３件 ：入浴介助時、膝折れあり支えきれず、床に両膝をつかれる。

：右前腕外側に1.5×1cm大の表皮剥離を発見する。

６．看取り介護

：みやびのもり1階、女性（84歳）1月26日より看取り介護に移行となる。

：食前薬の投薬遅れ。

：貼り薬の剥がし忘れを発見する。

：右の額に0.5cm程の傷があるのを発見する。

９８件 30 33 16 1 4 1 0 0

50

１月 転倒・転落 けが火傷 誤薬 誤嚥窒息 異食誤飲 暴力行為 行方不明 紛失破損 その他

１２９件 37 23 11 0 4 4 0 0

13

89

２階　やすらぎの郷

１２月 転倒・転落 けが火傷 誤薬 誤嚥窒息 異食誤飲 暴力行為 行方不明 紛失破損 その他

１６５件 17 2 14 5 2 8 21 7

76

１月 転倒・転落 けが火傷 誤薬 誤嚥窒息 異食誤飲 暴力行為 行方不明 紛失破損 その他

１４０件 13 2 13 4 6 4 15 7

４．ヒヤリハット

１階　ひだまりの郷

１２月 転倒・転落 けが火傷 誤薬 誤嚥窒息 異食誤飲 暴力行為 行方不明 紛失破損 その他

７．エコシート

１階　ひだまりの郷

電気の消し忘れ エアコンの消し忘れ 食品の賞味期限切れ 紛失破損 その他

１２月
2 2 1 6 2

１３件

１月
0 2 2 4 0

８件

２階　やすらぎの郷

電気の消し忘れ エアコンの消し忘れ ＣＤの消し忘れ 加湿器の消し忘れ 紛失破損 その他

２階　やすらぎの郷

１１．現在の取り組み

2 0 2 6 1
１２件

：椅子から車椅子への移乗時、バランスを崩され支えきれず床に横になって頂く。

１/２５　グループホーム職員交流会　【場所】みやびデイルーム　　【内容】自施設で自慢できること、ストレス解消法など

１月 ：手引き歩行での散歩時、ふらつかれ地面に膝を付き倒れられる。

５件 ：床に薬が落ちているのを発見する。

５．事故報告

１階　ひだまりの郷

１２月

８件

：介助時、椅子から滑り落ち尻もちをつかれる。

：床に薬が落ちているのを発見する。


