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開催日時 令和元年 9月 27日（金）10時 00分 開会 

令和元年 9月 27日（金）10時 55分 閉会 

 開催場所 あさひ園 会議室 

出 席 者 入居者代表    欠席 

      入居者家族代表  1名（代表 2名のうち） 

      地域住民代表   2名（行政相談員）、（民生児童委員） 

      市職員      1名（市民福祉課課長） 

      施設役員     1名（施設長） 

      施設職員     1名（事務職員） 

欠 席 者 （入居者代表 1名）（老人クラブ会長）（入居者家族代表） 

 

１、開会挨拶 

施設：今年度第 2 回目の開催となりました。本日はご都合により地域住民代表他 3 名の方が

欠席となっております。続いて本日の運営推進会議の主な内容の説明をさせていただき

ます。（会議内容の説明を行う）。それではよろしくお願いいたします。 

      

２、議  題 

施設：以下のことについて報告を行う。 

①利用状況、職員配置、活動報告、事故等の報告（7月～9月） 

 

１、平成 31年度 地域密着型特養ケア目標 

  ① 24 時間シートの活用を徹底し、優先的な課題とケアの具体的な内容を明らかにすると

ともに、入居者個々の状況変化を把握しケアプランに反映させます。  

② 生活歴・価値観等を理解した上でなじみの関係・なじみの空間づくりを行い、穏やかで

心地よい環境を提供します。  

③ 認知症の基本を理解し BPSD（行動・心理症状）を「ニーズ」の表れ、サインととらえ

症状の緩和に努めます。 

④ 地域での認知症ケアの拠点作りおよび認知症の人と家族、地域住民、専門職等が集える

場を検討し、地域と一体となった福祉サービスの展開を目指します。 

 

２、入居者情報（令和元年 8月末現在） 

・男性 7名 女性 12名  19名/20名 

・旭町 14 浜田市 4 金城町 1 

・平均年齢 87.5歳 （前回 87.5歳） 

 ・平均介護度 4.20 （前回 4.25） 

・日常生活自立度 Ⅲ（日常生活に支障をきたし介護を必要とする）以上 18名 

・普通食 5名(内糖尿食１名、心臓食 1名) 中刻み食 2名 小刻み食 2名 極小刻み食 1 

名(内心臓食１名) ミキサー食 6名（内糖尿食 1名） ゼリー食 1名 胃瘻 1名  
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３、職員状況（令和元年 8月末現在） 

【太陽】 

 ・介護職員 8名 （常勤 3名、嘱託１名、パート 4名） 

【もみじ】 

 ・介護職員 9名 （常勤 5名、嘱託 1名、パート 3名） 

地域密着介護職員常勤換算 1.51人 

【看護】 

・兼務職員 4名 （看護師 1名、准看護師 2名、パート 1名) 

 

４、活動（7月～9月） 

入居者個々に合わせたケアの実施。クラブ活動、余暇活動など入居者とのコミュニケ

ーション作り。 

 

５、行事（7月～9月） 

   ・法話会 1回／月、喫茶会 2回／月、各クラブ 1回／月、体重測定 1回／月 

ベッド、車椅子点検 1回／月 

・7/27（土）納涼祭（つくし会、蟠龍会、本郷自治会、近隣地域の方） 

・9/16（月）敬老会（重富神楽社中） 

施設：資料最後の行事写真を御覧ください。（写真を見ながら行事等を説明する） 

 

６、事故報告 （7月～9月） 合計 5件 

 ・外傷      3件…手の甲の剥離。本人の爪があたった様子。 

             爪切りのさい動かれ爪のあたりの皮膚が傷ついた。 

・内服      1 件…朝食後服用していたが、薬箱に薬があり服用していないと思い

服用してしまった。薬箱には昼食の薬が入っていた。 

・座り込み    1 件…居室の前を通ると立っている。すぐ側に行くがそのままベッド

下に座り込まれる。 

 

７、ヒヤリハット報告 （7月～9月） 合計 18件 

   ・ベッドより左足降ろされていた。 

   ・洗面台に置いてあった爪切りで爪を切っておられた。（消毒済みで乾かしていた） 

・腕、足など内出血みられる。 

・内服服用される薬がテーブルの下に落ちていた。 

・ベッドであぐらをしている状態で靴を取ろうとされていた。 

・食事の時のパンがティッシュに包んでポケットにあった。 

   ・夜間ユニット入り口より自動販売機のあたりまで歩いて出ておられた。 
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  ８、外出支援 （7月～9月） 

・夕日パークドライブ、ショッピング 

以上 

②令和元年 7月からの入居者、ご家族の声等の報告（7月～9月） 

・母のわがままに配慮いただきありがとうございます。 

・自分でできることはさせてほしい。イベントなど行事に参加させてほしい。 

 

③意見交換 

  施設：現在、様態の悪い方が多く医師の指示にて点滴をされている方が 4 名おられます。

多いときでは 7 名ぐらいになることもあります。あと、夏場の日差しよけとして屋上天

窓にすだれをしていますのでフロアが少し暗くなっています。 

  家族：事故報告のところの内服事故が気になりましたがどういった状況ですか。 

  施設：朝の薬を入れるところに昼の薬が入っていたため重複して服用してしまったようで

す。 

  家族：毎回、内服の事故がおきているようなので対策、確認をきちんとしてほしいです。 

  施設：はい。あと内出血の件に関しては、高齢者の方は皮膚が薄く弱い方が多くて、移乗

時や入浴時の体を洗う際など強い力をかけてなくてもどうしても起こってしまいます。

先日、身体をこすらずに洗えるマイクロバブルの機械を試してみましたが対流式の特浴

では衛生面など難しい面があるようで導入を見合わせています。 

  家族：車椅子ごと入浴できるものもありますよね。 

  施設：うちの広域型特養の特浴はできます。 

  家族：訪問介護サービスなどの車で移動できるタイプもありますよね。 

  行政：浜田市内ではそういったサービスを行っているところがありますが旭町では無いで

す。 

  家族：車椅子ごとなら一人介助でも大丈夫ですか。 

  施設：利用者様に応じて一人の場合と二人の場合があります。拘縮や麻痺などで衣服の着

脱が難しい方もおられます。一日で大体 6名程度の方が入浴されています。 

  地域：先程、点滴の方が多いとおっしゃいましたが。 

  施設：夏場は特に体調を崩される方が多いです。あさひ園全体では 1日に 10名くらい点滴

となることもあり看護職員は大変です。胃ろうの方も看護職員が対応しますが現在は 1

名だけです。 

  家族：以前は胃ろうにされる方が多かったようですが最近は少ないそうですね。 

  施設：はい。 

  家族：胃ろうボタンの交換などの外部受診は老人保健施設では家族対応ですがあさひ園は

どうですか。 

  施設：あさひ園では施設対応としていて看護職員が受診に付き添います。 

  地域：老健と特養では制度が違います。 

  家族：いま話題の介護ロボットについてはどうですか。 
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  施設：導入している施設に視察見学に行きましたが装置の装着に一人あたり 30分程度かか

る様で導入するには難しい面があります。当園にも吊り下げ式のリフトがありますが利

用者様が怖がられることもあり現在は使用していません。ただ、会話ロボットについて

は導入されている施設もあるようでなかなか好評のようです。補助金等もありますがど

れも高額なためなかなか導入には難しい面があります。 

  地域：車イスはどうですか。 

  施設：こちらについては計画的に更新しており、今年度も 5 台の車イスを更新いたしまし

た。 

  地域：最近は色々なタイプがあるようですね。その人に合ったものでないと長時間座るの

が苦痛となります。ただしお値段も高いようですね。 

  施設：円背の方用などその人に合わせたものも導入しています。あとはクッション等を使

って利用者様に合わせた調整をしています。 

地域：褥瘡予防にはエアマットですか。 

施設：エアマットは今は使っていません。体圧分散マットを使用しています。ベッドの更

新も行っています。全台は無理ですが畳対応の方などに超低床ベッドを導入予定です。

これにより職員の負担軽減にもなります。介護記録の電子化も考えていますがこちらも

なかなか導入には難しい面があります。あとはユニット開設から 14年が経っていますの

で設備面でもだいぶ老朽化が見られていて更新が必要となってきています。 

  あとは外国人技能実習生についてですが、日常会話など日本語もだいぶ上達してきて

います。記録も漢字を使用して日本語で行っています。入浴介助やパッド交換、食事介

助や移乗介助など基本的なことは一通り行っています。日常生活も乗り物に乗って買い

物にでかけたり等だいぶ慣れてきているようです。 

地域：地域の行事やまつりにも参加してくれていて食べ物なども普通に食べてくれていま

した。笑顔がとても良く地域で見かけても会釈や挨拶をしてくれます。 

施設：日本での滞在中には地域の文化などを学ぶ機会を与えるよう言われていますので行

事や祭りなどに参加するようにしています。仕事や勉強など大変熱心に行っています。

入国後 1年以内に日本語検定や介護実技試験などもありなかなか大変です。 

家族：ニュースなどでは他のところの外国人などは失踪など問題があることも見聞きして

いますがあさひ園では大丈夫そうですね。今市にも住宅を購入したと伺いましたがそれ

用ですか。 

施設：現在も継続して職員募集を行っていますが今後ますます人材確保が難しくなってい

きますので、遠方からでも来ていただけるように職員用住宅として浜田市より購入いた

しました。現在あさひ園での職員の平均年齢は 52歳となっていて定年後の再雇用の方も

数名おられます。 

家族：どこも人手不足と聞きますが取り合いにはならないのですか。 

施設：大変です。高卒などはやはりほとんどが都会へと出ていくようです。田舎と都会で

はそれほどの賃金差もあります。 

家族：町内の教員住宅などが空いていませんか。 
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行政：現在、市が管理している元教員住宅は新たな人を入居させずそのまま譲渡か廃止す

る方向となっています。建物が古いものも多く維持も解体にもお金がかかります。 

地域：地域にも空き家が多くなっています。倒壊などの危険もあります。 

施設：先日、消防・防災避難訓練を行ったところですが、幸い立地的にあさひ園では風害

以外の災害の心配がほとんどありません。ただし停電時に非常電源が 2,3 日はもつよう

に発電機の更新が求められていますが補助金等もあるようですが大変高額なため導入が

難しいです。 

地域：報告時点では利用者が 19名でしたが今はどうですか。 

施設：現在は 20名で満床です。 

   

３、次回開催予定日及び議題 

①予 定 日  令和元年 11月中に開催予定とする。 

②予定議題 ・令和元年 10月からの活動報告、事故等の報告 

       ・運営に関する意見交換 

 

４、その他 

施設：会議においての議事録は個人情報を伏せた上であさひ園ホームページ上に公開させて

頂いていますのでご了承、ご確認ください。 

   運営推進委員の皆様の任期は 2年間ということで令和１年 10月 31日までとなってい

ます。1 名の方はご都合により退任の意向を受けておりますが、皆様方におかれまして

は次期につきましてもよろしければ引き続き再任ということでよろしくお願いできれば

と思います 

 

５、閉会挨拶 施設より閉会の挨拶を行う。 

 

                                      以上 


