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開催日時 令和 3年 7月 6日（火）10時 00分 開会 

令和 3年 7月 6日（火）10時 40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 市民福祉課係長（課長代理） 

      施設役員     1名 施設長 

      施設職員     1名 事務職員 

欠 席 者 3名 入居者代表 1名、入居者家族代表 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。

今年度も新型コロナウイルス感染予防対策として会場を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。今日はご都合により入居者、家族代表、地域住民代表

の計 3 名の方が欠席となっています。まず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（3月～5月） 

 

１、令和 3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。 

 

２、入居者情報（令和 3年 5月末現在） 

・男性 8名 女性 10名 

・旭町 9 浜田市 8 江津市 1 

・平均年齢 87.6歳 （前回 86.61歳） 
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・平均介護度 3.72 （前回 3.72） 

・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 16名 

・普通食 3 名(内糖尿食１名、心臓食 1 名) 中刻み食 3 名（内心臓病食 1 名） 小

刻み食 2名 ミキサー食 7名（内糖尿食 1名、心臓食 1名）、胃瘻 2名 

 

３、職員状況（令和 3年 5月末現在） 

【太陽】 

 ・介護職員 7名 （常勤 3名、嘱託１名、パート 3名） 

【もみじ】 

 ・介護職員 11名 （常勤 4名、嘱託 1名、パート 3名、外国人技能実習生 3名） 

地域密着介護職員常勤換算 1.50人 

【看護】 

・兼務職員 6名 （看護師 1名、准看護師 3名、パート 2名) 

 

４、活動（3月～5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。天気の良い日は外に出て日向ぼっこをする。 

 

５、行事（3月～5月） 

   ・喫茶会 1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 

・3月 10日（水）ひな祭り会・・・桜もちを作って食べられた。 

 

６、事故報告 （3月～5月） 合計 3件 

 ・転倒   車椅子より立ち上がり数歩、歩かれた様子。右を下に倒れた。 

       トイレでふらつきそのまま倒れた。 

       右足第 2指より出血見られる。布団で引掛けた様子。 

 ・その他  スプーンを曲げる。おやつ用に出していたスプーンをテーブルなど使っ

て曲げられていた。 

        

７、ヒヤリハット報告 （3月～5月） 合計 24件 

   ・肘、膝などに内出血。 

   ・掻き傷による内出血。 

   ・ベッドより足を下ろされていた。 

   ・付き添い歩行が必要な方が居室より急に出てこられた。センサー反応と同じくらい

に出てこられる。 

   ・口の中にティッシュを入れる。すぐに出してもらう。 

   ・洗面台で手洗いされようとしたら後ろに倒れそうになる。 
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   ・立ち上がり、そのまま数歩、歩かれる。 

   ・丸椅子に座ろうとされる。 

   ・夜間、ベッドへ手を引っ張り、下半身に手を当てようとされた。 

   ・感知センサーが壁側に向いていた。 

   ・立ち上がり時ふらついた。 

  

  ８、外出支援 （3月～5月） 

・3月 26日（金）花見ドライブ（車内のみ） 

別添の行事等写真を紹介。 

 

② 令和 2年 7月からの入居者、ご家族の声等の報告（3月～5月）  

・日々丁寧な対応をいただきましてありがとうございます。このコロナの大変な時に

大変ありがたく思っています。お世話になる時間はないかもしれませんが、今後と

もよろしくお願いします。温かい言葉かけ感謝です。 

・だいぶ寒さもいえて春らしくなってまいりました。桜の花も早くも満開、散ろうと

しています。コロナでこんな時代になるのとは夢にも思いませんでした。皆様、大

変でしょうが引き続きよろしくお願いします。 

・面会が中々できず、本人も寂しがっていると思います。皆様にわがままを言ってい

るかもしれませんが、よろしくお願いします。 

・家では、なかなか本人の要望に沿えなく不自由な生活をしておりましたが、入居し

て職員の皆様のお世話になりながら穏やかな日々を過ごしており家族共々感謝して

おります。 

・コロナ禍で色々配慮いただきありがたく思います。勝手な希望ですが、本人の今の

姿を写真で見てみたいです。 

以上 

 

③ 意見交換 

 施設：あさひ園では現在、コロナ禍でのご家族様との面会のあり方について、嘱託医の

意見や感染症対策委員会で県内や県外の状況に合わせて検討を行った上で決定して

いますが、広島県等の緊急事態宣言も解除となり、中国 5 県内の感染者数も減少傾

向にあるため、県内、5県内に在住のご家族様にはあさひ園に来園しての窓越し（外）

からの面会を 7月から可といたします。引き続き園内での面会はお断りとし、WEBや

オンラインの面会は遠方からでも可能となっています。また職員の移動制限につい

てですが、コロナワクチン接種状況として、看護等医療従事者は 5 月に、利用者様

は 6 月に、また介護従事者として施設職員も 7 月中に 2 回目の接種が終わりますの

で病院受診といった不要不急以外、また会食などは避ける、感染対策をきちんと行

った上での 5 県内への移動、家族の帰省などを許可とします。また、利用者様が亡

くなられた際の葬儀参列についてですがコロナ禍のためお悔やみには伺いますが葬
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儀には参列せずに帰らせて頂いています。 

施設：なにかご意見、ご質問等があればお伺いいたします。 

家族：以前に比べて誤薬等、薬関係の事故やヒヤリがなくなりましたね。 

施設：薬の使用時の確認を徹底するようにしています。 

家族：認知症の方はどのくらいおられますか。ヒヤリが多く見受けられます。 

施設：利用者の殆どが認知症の方です。ただし以前より介護度はさがっており、身体は

元気で歩かれる方が多くて大変です。 

家族：介護職員の外国人技能実習生が 3名となっていますが。 

施設：今年の 1 月に新たに 2 人地域密着型特養に入って現在 3 名となっています。実習

開始から 6 ヶ月は研修中ということで常勤換算数には入れられません。今月から常

勤換算にカウントできるようになります。以前からいる実習生はすでに夜勤もこな

してくれています。後の 2 名は現在、入浴介助などを行っており勤務も早番、遅番

などに入っています。 

地域：認知症の方との会話は特に大変ではないでしょうか。 

施設：日本語は勉強しています。先日も日本語検定を受験しに福山まで行っています。 

家族：コロナ感染者は減ってきていますが変異株などもあり県外への移動は怖いです。 

  施設：本人はもとより管理団体がきちんと管理、引率しているので大丈夫と思われます。 

   とはいえ、当施設では職員か新規利用者が持ち込むぐらいしか考えられないので気を

つけたいと思います。嘱託医とは施設内で万が一発生した際には基本的には病院へ

搬送すると取り決めていますが、実際には病院が受け入れてくれるかわかりません

のでコロナ感染対策補助金を活用して施設内でシートを使い隔離対策できるように

ゾーニングを行っています。また居室内にテント型で隔離する簡易陰圧装置も導入

しています。 

  地域：WEB やオンラインでの面会は認知症の方には難しい部分もありますので窓越しと

はいえ面会で実際に顔が見られるようになるのは大変良いと思います。 

  施設：実際に体調の悪かった利用者様も窓越し面会後、元気になられた方もおられます。 

  家族：幸い、県内では施設でのクラスター発生が今のところないようです。 

  施設：この度介護従事者等ということで通所の職員もワクチン接種の対象となりました

ので、近日中には接種できることとなりそうです。 

  地域：ただ、ワクチン接種を終えても感染しなくなるわけでも、今後打たなくて良いか

もわからないので安心はできません。 

  家族：ワクチン接種による副作用も色々とあるようですね。 

  施設：はい。そのため施設では従業員全員をまとめて打つことができないため、勤務調

整しながら分かれて接種しています。また、1 アンプルで 5 人または 6 人といった

単位で行うため、人数の調整も必要で大変です。現在は 30日となりましたが以前は

ワクチンの保管期間も 5日と短かったので大変でした。 

  家族：利用者もですが従業員のストレスについてはどうですか。 

  施設：職員も買い物や外食などの規制により多少なりともストレスがあるようです。 
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  地域：外国人実習生の住まいは大丈夫ですか。 

  施設：入国し、来園してしばらくの間は施設から少し離れたところの職員住宅に入居し

ており、施設より貸与した電動式自転車で通勤していましたが、雨雪や、夜道が暗

い、イノシシが出るなど大変だったため、現在は施設から近いところの賃貸住宅に

引っ越しいたしました。 

  家族：コロナで母国へも帰れないですね。 

  施設：帰国は待機期間を経れば大丈夫みたいですが、再度日本に戻ってくることができ

なくなります。 

行政：地域の方であさひ園に入居しておられた方の家族様から、施設では人間らしい生

活を送ることができてよかったとたいへん喜んでおられた話をうかがいました。 

  あと、この 8月 1日から介護保険制度における利用者の負担限度額等が変わります。

今回の改正による対象者が多く見受けられ、かなりの方の負担額が増えると思われ

ます。 

家族：入所待機者はどれくらいですか。 

施設：現在あさひ園の入所待機者は 100 名ぐらいおられますが本当に入所対象となる待

機者は 30名程度です。最近は精神障害者の方も多くなってきています。また、性的

な発言や行動をされる利用者様もおられて職員も対応が大変です。 

行政：県外在住の待機者についてはどうですか。 

施設：コロナ感染予防対策ということもあり、県外への事前調査が行えなかった。また、

県外からの入所も控えていましたが、今後は折り合いにより行っていきたいと思い

ます。 

地域：開催予定のオリンピック・パラリンピックもあり、海外からも多くの人が来る。

今後はその後を見てから出ないとわかりません。 

 

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 3年 6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 


