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開催日時 令和 4年 8月 9日（火）10時 00分 開会 

令和 4年 8月 9日（火）10時 30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 民生児童委員 1名、地域住民代表１名、 

      市職員     1名 市民福祉課長 

      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、入居者家族代表、自治会代表 

 

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。令和 4 年度第 2 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、マスク着用にてテーブルも換気をおこなっている部屋でお互いの席を離し、

パーテーションで仕切り、3密、ソーシャルディスタンスを守って開催させていた

だきたいと思います。本日はご都合により入居者代表、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。引き続き、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（5月～7月） 

１、令和 4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 4年 7月末現在） 

 ・男性 7名 女性 13名 

 ・旭町 9 浜田市 7 江津市 3 金城町 １ 

 ・平均年齢 88.8歳 （前回 88.8歳） 



  ・平均介護度 3.8 （前回 3.75） 

・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 19名 

・普通食 4名、中刻み食 2名、小刻み食 7名（内、糖尿食 2名、心臓食 2名）、ミキ

サー食 7名（内、糖尿食 1名、心臓食 1名） 

 

３、職員状況（令和 4年 7月末現在） 

【太陽】 

 ・介護職員 7名 （常勤 3名、パート 4名） 

【もみじ】 

 ・介護職員 8名 （常勤 3名、嘱託 1名、パート 3名、外国人技能実習生 1名） 

地域密着介護職員常勤換算 1.63人（実習生含む） 

【看護】 

・兼務職員 5名 （看護師 0名、准看護師 2名、パート 3名) 

 

４、活動（5月～7月） 

・入居者個々に合わせたケアの実施。居心地の良い環境づくり、楽しい時間づくりの実

施。 

 

５、行事（5月～7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 

   施 設：クラブでの花植えや七夕の短冊づくり、また柏餅やとん平焼き作りなどの写

真を別添していますので御覧ください。 

 

６、事故報告 （5月～7月） 合計 0件 

 

７、ヒヤリハット報告 （5月～8月） 合計 31件 

   ・車椅子で洗面台やテーブルに誘導時、左手で突っ張る動作がある。 

   ・車椅子のブレーキをかけずに衣類整理している。 

   ・時々トイレにおられ所在確認が難しい。 

   ・センサー反応からの動きが早い。 

   ・夜間帯、独歩で出てこられるが足どりが悪い。 

   ・利用者間で話しかけた際に怒鳴られることがある。 

   ・ベッド上での下肢の動きがある。ギャッジアップした際、姿勢が崩れることが多い。 

   ・ベッド上での体動が激しい。 

   ・臥床時、左手麻痺の方、手の置き場が難しい。 

   ・歩行器使用の方、靴を履き居室入り口まで独歩で出ていた。 

   ・訪室するとベッドで端座位になっていた。 

   ・口の中にティッシュを入れていた。 

   ・入浴時、本人のカバンの中、確認するとナースコールが入っていた。 



   ・薬箱、同じ苗字の方の薬が入っていた。薬箱の中に名前の違う方の薬が入っていた。 

   ・センサー反応で訪室すると横に転がりながら入口付近まで出てこられていた。 

 

  ８ 外出支援（5月～7月）  

   ・７月ドライブの予定だったが、島根県コロナ感染者が増えているため中止。 

 

② 令和 4年 5月からの入居者、ご家族の声等の報告 

・コロナ禍で面会にも行けず、本人も寂しがっていると思います。わがままも出ている

のではないかと心配しています。 

・今年 99歳、益々元気になっているように思います。皆さんのおかげです。ありがと

うございます。本人がやりたいこと、好きなことさせてやってください。 

・いつも同じ姿勢でいると床ずれなどが心配です。努めて清潔に保ってほしいです。 

・依然と変わらず過ごしているようで安心しました。計画書の内容を見てもだいたい

の様子が想像つきます。丁寧に見ていただいているのでありがたく思っています。 

・面会時、元気そうな姿を見て父や叔母がとても喜んでいます。骨折後の経過もよく活

動性もアップしてきているようでスタッフの皆様のおかげと感謝しております。ま

だまだ帰宅願望がありお世話をかけることが多いかと思いますが、よろしくお願い

します。 

・体を動かすように指導をお願いします。 

・わがままで、あまり人のいう事を聞かないと思います。長い間離れて暮らしているの

でわかりませんが、耳が遠いので話を聞いてあげてください。新聞など読むことは好

むと思います。食事は好き嫌いなく何でも食べます。父が普段どのように過ごしてい

るか、母に知らせていただくと助かります。 

・時々電話で「何もすることがなくて寂しい」と訴えてきます。歳をとって寂寥感に苛

まれるときがあるようです。「何かできることをさせてもらったらいいね」と伝えて

いるのですが、出来ることが少なくなり、なかなか難しいですね。リハビリで一緒に

歩いてもらうことはとても喜んでいます。 

以上 

  

③ 意見交換 

施 設：現在、浜田市では連日多数のコロナ感染者が報告されています。職員や職員の家

族にも濃厚接触者となられる方がおられて、出勤することが出来ずに休まれたりと

非常に厳しい状況です。職員にも施設職員としての最低限の行動制限を行っていま

す。施設はまだ良いですが通所の職員には利用者も含め一日に複数回検温や体調確

認するなど特に気をつけるよう心がけています。また、面会についてですが現在は

窓越しによる面会を完全予約制で、面会時間も区切り、短時間に制限して行ってい

ます。4月には島根県に２つの面会ブースの補助金申請を行いましたが移動式のブー

スは不可とのことで残る１つを固定式でのブースとして再申請しています。お盆ま

でにはと思っていましたがもう少し時間がかかりそうです。都会や遠方から来園さ

れる方などもおられる為、できるだけ外部との直接的な接触がない方法で行ってい



きたいと思います。リハビリにおきましては機能訓練指導員が歩行訓練など行って

くれていますが中には拘縮の強い方などもおられるので看護師と連携をとって実施

しています。他にもタオル巻きや新聞紙折りといった手作業なども行っています。 

施 設：なにかご意見、ご質問等があればお伺いいたします。 

地 域：気温がかなり高い日が続いていますがなにか対策を行われていますか。 

施 設：現在は 24時間エアコンを作動させて対応しています。地域密着型は全室個室な

ので一応 26 度を目安に調整していますが利用者にあわせた個別での調整が可能で

す。とはいえ開設より 17年が経過しており先日も 1台故障となりまして交換修理を

行っています。広域型特養全台と地域密着型特養の一部においては 3 年間にわけて

エアコン更新を行う予定で今年の更新部分はすでに完了しています。また脱水症状

にならないように水分補給もドリンクやゼリーといった飲み物をできるだけたくさ

んとっていただくようにしています。 

地 域：それは良いことです。自宅だとトイレを気にして水分をあまり取らない人もい

ます。職員の方はどうですか。 

施 設：基本的には自己管理で補給させるようにしていますが得に入浴介助後などはし

っかり水分補給するよう指導しています。 

地 域：暑いのでマスクをしたままというのも大変ですね。 

施 設：はい。利用者の入浴についてもシャワー浴の方も多くいます。 

地 域：通所利用の方は自宅と施設での温度差が大変だと聞きます。 

施 設：換気も時間を決めて定期的に行っています。ただし現在はあらゆるものが高騰

していて冬よりは安いはずの電気代も月 100万円を超えてきていて大変です。 

地 域：事故報告が 0件というのは良いですね。 

施 設：浜田地区広域行政組合より事故報告についての基準が変わったとのことで事故

とヒヤリハットの取り扱いが変わったことも要因にあります。やはり一番は骨折事

故が怖いです。動かれるかたの個室の中までは把握しにくいため、入り口戸を少し

開けて様子確認ができるような対応をしています。一応床にはクッション材が使わ

れてはいますが中には急に立ち上がられて早足でトイレに行くなどという方もおら

れ対応が大変です。 

地 域：浜田市内では多数コロナ感染者が出ていますが施設や学校などでの集団感染が

多いのですか。 

行 政：クラスターの定義が 5 人以上となっていますのでやはりそういったところでの

感染が多いのではないかと思われます。 

施 設：そういった事もあって 7 月に予定していた車ドライブも中止といたしました。

たとえ近場で車を降りないとしてもなかなか外出支援を行うのも難しい状況です。 

行 政：4回目のワクチン接種についてはどうですか。 

施 設：先週のところで利用者の方と 60才以上の職員や基礎疾患等で希望される職員な

どについての大半の方は終わっています。また浜田市から 59才以下の介護従事者に

ついても 4 回目を接種しても良いとの通達が来ましたのでこれらに該当する職員は

早ければ 9 月初旬には接種できるものと思われます。現在 2 種類のワクチンがあり

ますが接種数による組み合わせを考えるのが大変です。これからお盆の時期となり



帰省したりされたりとなりますが島根県の基準に従って飲食における制限や体調管

理等をしっかり行うよう注意換気しています。またそういったことで気になる職員

には出勤前に事前連絡し、必要とあれば抗原検査も行えるとの旨を周知しています。

今は抗原検査キッドも順調に手に入る状況です。 

地 域：病院以外での検査は有料ですか。 

行 政：市内において事前連絡により無料で行えるところもあります。 

施 設：施設内に入られるボランティアの方にも週 1 回検査を行っています。子供のお

られる家庭の職員は特に注意が必要です。検査対象となり検査を行った職員には結

果が陰性でも 2 重マスクやフェイスガードの着用などをして介助するように指導し

ています。 

地 域：職員の方々に暑い中、またコロナ禍で大変でしょうがくれぐれも体調に気をつ

けて頑張ってくださいとお伝え下さい。 

 

３、次回開催予定日及び議題 

①予 定 日 感染予防対策の観点から次回開催日は 2～3ヶ月以内で連絡調整し、開催予定

とする。 

②予定議題 ・令和 4年 8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 


