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開催日時 令和 2年 8月 5日（水）10時 00分 開会 

令和 2年 8月 5日（水）10時 00分 閉会 

 開催場所 あさひふれあいプラザ「会議室」 

出 席 者 入居者代表    欠席 

      入居者家族代表  1名 

      地域住民代表   2名 自治会代表、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 2名 入居者代表 1名、地域住民代表 1名 

 

１、開会挨拶 

施設：本日はお集まりいただきありがとうございます。今年度第 1 回目の開催となりま

した。本来は 4 月に開催予定でしたが新型コロナウイルス感染予防対策として会議

を自粛しておりまして今日に至りました。3月 15日から今現在、あさひ園では面会

制限、来園者制限を行っており、本日はここふれあいプラザでの開催といたしまし

た。先程玄関にて行っていただいた検温とアルコール消毒、マスク着用にて換気を

おこなっている部屋でお互いの席を離し、3密、ソーシャルディスタンスを守り行わ

せていただきたいと思います。今日は開催場所の変更により入居者が 1 名欠席、あ

と地域代表の方が他の会議と重なったため欠席となっています。続いてこの 4 月に

市職員の市民福祉課長が変わられ委員の変更がありましたのでご紹介をさせていた

だきます（委員の紹介を行う）。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（2月～6月） 

 

１、令和 2年度 地域密着特養ケア目標 

  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。 
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２、入居者情報（令和 2年 6月末現在） 

 ・男性 10名 女性 10名 

 ・旭町 10 浜田市 7 金城町 1 三隅町 1 江津市 1 

 ・平均年齢 85.8歳 （前回 87.4歳） 

  ・平均介護度 3.75 （前回 3.9） 

・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 17名 

・普通食 7名(内糖尿食１名、心臓食 1名) 中刻み食 2名 小刻み食 2名(内心臓食

1名) 極小刻み食 1名(内心臓食１名) ミキサー食 4名（内糖尿食 1名、心臓食

1名）胃瘻 1名 

 

３、職員状況（令和 2年 6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 6名 （看護師 1名、准看護師 2名、パート 3名) 

 

４、活動（2月～6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、喫茶会等楽しみの時間

づくりの実施。 

 

５、行事（2月～6月） 

   ・法話会 1回／月（4月からは中止）、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 

・6月 24日（水）のど自慢大会 

・7月 7日（火）七夕 

・7月 9日（木）花火大会（映像） 

 

６、事故報告 （2月～6月） 合計 17件 

 ・ずり落ち ベッド下に座っておられる。 

       ベッド下右側を下に横になっておられる。 

       姿見えず、所在確認しているとトイレ洗面台の下に座っておられた。 

       居室、Pトイレの後ろに座っておられた。 

 ・転倒   居室入り口付近で倒れておられた。 

       入浴介助、移乗時ふらつき一緒に座り込まれた。 

 ・外傷   入浴中、右腕剥離していた。自分で掻いていた様子。 



 

 

3 

       左手第 5指出血していた。自分の親指の爪があたった様子。 

       右鎖骨のあたり内出血あり一部剥離していた。自分で掻いていた。 

 ・その他  夕方、障子は閉まっていたが、窓は開いていた。 

       2人分朝食が残っていたが、それぞれ間違って配膳してしまった。 

 

７、ヒヤリハット報告 （2月～6月） 合計１６件 

   ・手の甲、手首、足のすねなどに内出血。 

   ・ベッドの上に上がり棚のあたりをゴソゴソされていた。 

   ・センサーのスイッチ offになっていた。 

   ・夜間クローゼットの扉をはずし立てかけてあった。 

   ・浣腸後、トイレ付近でしゃがみそうになられた。 

   ・タオルの糸を抜いて口に入れておられた。 

   ・タンスより衣類出され向きを変えようとしたらふらつかれる。 

   ・椅子に足が引っかかり転倒しそうになる。 

   ・夕食の一品を他の方にあげようとされた。 

 

  ８、外出支援 （2月～6月） 

・感染症対策の為外出できず（新型コロナ） 

 

② 令和 2年 2月からの入居者、ご家族の声等の報告（2月～6月）  

・兄は意思疎通ができにくい状態で色々大変なことと思います。兄も少しずつ慣れて

きているのかなと感じます。写真を見たときには少し微笑んでいるようでうれしく

なりました。言葉を発することはできませんが、なるべく声をかけていただくよう

にお願いします。 

・いつもお世話していただきありがとうございます。コロナ対策で大変とは思います

が、よろしくお願いします。 

・父が元気でいてくれることは、私の大きな支えになっています。今後ともよろしく

お願いします。もしできるなら月に１回か 2 か月に１回くらい好きな食べ物の差し

入れが出来たら大変うれしく思います。食べることが大好きだったのでお願いしま

す。 

・皆様ありがとうございます。大変だと思いますが、健康に気を付けて頑張ってくだ

さい。コロナがいつまで続くか分かりませんが、よろしくお願いします。 

・面会できず寂しがっていると思いますが、食事水分しっかり摂取してくれればと思

っています。よろしくお願いします。 

・コロナのことで面会できないのは寂しいですが、何かあれば連絡いただけるので安

心しています。必要なものがあれば連絡お願いします。感染防止、熱中症対策など

皆様大変だと思いますが、引き続きよろしくお願いします。 

以上 
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③ 意見交換 

  施設：なにかご意見、ご質問等があればお伺いいたします。 

    先程も少し触れましたがあさひ園では主治医の指示により現在も面会を呼び外出

支援等を中止しています。面会は主に WEB面会かあさひ園玄関で PCによるオンライ

ンでの面会のみとさせていただいています。また 4 月よりを法話会やカットボラン

ティアなどの外部からの来園も中止にしています。春には毎年、いちご狩りや花見

ドライブなどの外出支援も行っていましたがそれも中止となりましたので利用者様

にも不満やストレスがかかっていないか心配です。 

     また、先程の事故報告ですが無くすように努めてはいますがなかなかゼロにはな

りません。前回の会議でも言いましたが畳対応だった方は超低床ベッドを導入し、

対応しています。これにより職員の介助の負担軽減にもなっています。 

   地域：平均介護度が下がっていると報告がありましたが入れ替わりが多かったのです

か。 

   施設：はい。令和元年度はあさひ園全体で 14名の入れ替わりがありました。現在は 20

名定員のところ先日 1名亡くなられて 19名で、うち 1名は入院されています。 

   地域：夏の暑さ対策も大変ですね。 

   施設：入所者様の水分補給については一人ひとりきちんと記録をとって管理していま

すが、なかには水分制限のある方や、あまり飲まれない方もおられ大変です。 

   地域：事故報告のところで 2 名分の朝食が残っていたとありましたがこれはどういう

ことですか。朝の職員数が少ないのですか。 

   施設：朝食の件についてですが、利用者様の中には早く食べたい方やゆっくり食べた

い方もおられるため、後で提供する方の分を取り違えたそうですが幸い利用者様が

食べられる前に気づいたそうなので大事には至りませんでした。朝の職員数は 6：30

より３から４名で行っていますがユニット数が 2つあるため 3名のときは大変です。

平均介護度が下がっている分歩かれる方も多く動きも早いためなかなか目が行き届

かないところもあります。 

   家族：新型コロナウイルス対策についてはどうですか 

   施設：職員は出勤時の検温、アルコール消毒、マスクの着用などはもちろんのこと県

外、また県東部への移動も病院受診などのやむを得ない場合は事前報告を義務付け

ておりそれ以外は自粛制限としています。衛生材について、マスクは地域の方や国、

県、市などからの寄付や配給、また以前より在庫を抱えるようにしていましたので

今の所大丈夫です。消毒用アルコールも寄付等もあり大丈夫です。ただし冬にかけ

てまたインフルエンザの季節を迎えるにあたって今後も備えていくつもりです。今

は使い捨ての手袋が入荷できなくて困っています。価格も３倍程度になっていて品

薄です。あとは発生時のマニュアル整備と発生後の対応について地域密着型は個室

なので隔離しやすいですが広域型は防炎シートにより、イエローゾーン、レッドゾ

ーンで仕切り対応する予定です。 
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   家族：中国製のものは不良品もあるので気をつけてください。８月にはいり家族さん

や職員などの帰省についてはどうですか。 

   施設：利用者ご家族様もですが、職員、職員の家族も基本的に帰省は自粛としていま

す。やむを得ず発生地等へ行く場合は事前報告のうえそこから帰省後、１０日間は

自宅等で仕事は休んでいただくこととしています。 

   家族：症状的に熱が出てからの規制ではすでに遅いと思われます。 

   施設：基本的にはインフルエンザ対応と同じですが高齢者施設として特に予防対策を

しています。幸いあさひ園は通所やショートの併設がなく、来園者の制限もしてい

るので可能性としては職員が持ち込まなければ管理しやすいと思われます。 

   家族：人権や個人情報保護などの問題もあり難しいです。 

   地域：病院受診なども心配です。 

   施設：利用者様も浜田圏域への病院受診はしています。園内での行事や花火上映会な

ど取り組んではいますがやはり外出できないことによる利用者様のストレスのほう

が心配です。現在、生活相談員が先日行った納涼祭や日常生活のビデオ動画を家族

さんに DVD を作成して送る準備をしています。今後、今年度文化祭などの行事につ

いてですが外部からの受け入れはせずに行いたいと思いますのでご了承ください。 

   家族：受け入れ外国人実習生はどうですか。 

   施設：昨年、N3の試験と評価試験も合格して今は夜勤も行っています。７月に N2の試

験もある予定でしたがコロナの影響で１２月に延期となっています。日本語も問題

なく、休みの日に浜田市内などにバスで買い物にも行っているようです。 

   地域：地元のお店で出会っても元気に挨拶をしてくれます。 

 

３、次回開催予定日及び議題 

①予 定 日  感染予防の観点から次回開催日は調整の上連絡予定とする。 

②予定議題 ・令和 2年 7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。 

 

５、閉会挨拶 施設より閉会の挨拶を行う。 

 

                                      以上 


