第4回

特別養護老人ホームもも大安

１

日時：平成 29 年 11 月 21 日（火）

２

場所：特別養護老人ホームもも大安 会議室

３

委員出欠
構成区分

運営推進会議議事録

13：30～14：00

役職

氏名
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利用者の家族

家族代表

伊藤 さよ子

○

利用者の家族

家族代表

末松 一男

○

南金井自治会
大安民生委員児童委員
副会長
いなべ市介護保険課

清水 岩雄

○

杉本 うめ子

○

渡邉 茂樹

○

主任介護支援専門員

池村 俊子

○

地域住民の代表者
当該事業について
知見を有する者
いなべ市職員
いなべ市地域包括
支援センター
事務局
事務局
事務局
事務局

施設長
看護師
相談員
事務員

山川
北川
水谷
武田

広子
美佳
恵美子
美佐子

○
○
○
○

（備考）出席･･･○ 欠席･･･×

あいさつ 施設長 山川広子
本日はお忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。平成 29 年度 4 回目の運営推進会
議を始めさせていただきます。
議事
１.入所待ち情報
２.入所者様の利用状況
３.施設の行事報告(ボランティアの状況)
４.その他
・介護福祉事業所としての地域貢献について
・25 年保存食試食会のアンケート結果報告
・運動会

デイサービス運営推進会議の予定について
次回開催予定 奇数月の第 3 火曜日
1 月 16 日(火)13 時 30 分から 14 時 30 分

【要旨】
１.入所待ち情報
発言者
議事要旨 要望・助言等
事務局 【入所待ち情報】

２.入所者様の利用状況
発言者
議事要旨 要望・助言等
事務局 【入所者の利用状況報告】

清水氏

そうですね。ここでは一日 3 回以上ベッドと車椅子を
往復していただいていますので治りもいいですね。こ
の方の場合は糖尿病で血糖コントロールが難しい方
で、あまりよくないため傷も治りにくいと思われま
す。食事と飲み薬で対応しています。他の皆様は、今
のところは落ち着いた状況です。今日と明日は萩原先
生に来て頂き、入所者全員にインフルエンザの予防接
種を受けていただく予定です。

３．施設の行事とボランティア来所報告
発言者
議事要旨 要望・助言等
事務局 【施設の行事報告
(ボランティアの状況)】

事務局
杉本氏

発言・応答
現在の入所者状況は、20 名の入所があり満床です。そ
のうち 1 名は、10 月に心肥大で 2 週間入院されました
が、退院して戻られています。入院中は、体重減少と
点滴治療で横になっていたためか、かかとに褥瘡がで
きていました。戻った後は、入浴や毎日の処置でよく
なられました。
9 月に入所された方も褥瘡が１年程前からあったよう
です。入所から 2 ヵ月経ちますがまだ治らず、傷の状
況もあまりよくないので心配しています。全身の状態
は良く、お元気に過ごしておられます。

自宅では寝返りとかも難しいで
すね。

事務局

杉本氏

発言・応答
入所待ちについては、要介護 5 の方で入院中が 3 名、
介護 4 が 2 名、介護 3 が７名です。入所の順番がきて
も延期する方は要介護 5 が１名、介護４が１名、介護
度 3 が１名でした。

発言・応答
敬老会は、当日が雨だった為延期にして、11 月 10 日
に笠間保育園５歳児様に来ていただき、利用者様と交
流を図っていただきました。歌やリズム言葉遊びを披
露していただき、その後は利用者様の後ろに一人ずつ
立って肩たたきをしながら歌を歌ってくれました。利
用者様もとても喜ばれました。今後も続けて行きたい
と思います。

私の孫も今回参加しておりまし
て、かわいいウサギのタオルをい
ただき喜んでおりました。
ありがとうございます。かわいい声で歌をうたってい
ただいて、利用者様も声をあげて喜こばれました。
子どもをみていただくとだいぶ
エネルギーをもらいますよね。 (そのようです。)

６．その他
発言者
議事要旨 要望・助言等
発言・応答
事務局 【25 年保存食試食のアンケート 前回の運営推進会議で行いました“25 年保食ビスケッ
結果報告】
トとチキンシチュー ”の試食後アンケート結果で
す。シチューは「適切」「非常食としてはよい」とい
う方が 8 名中 7 名でした。クラッカーは味も「おいし
い」という方が 5 名「非常食として普通」が 3 名でし
た。皆様にまあまあという意見をいただきましたの
で、事業所の会議に諮って備蓄したいと考えていま
す。いなべ市から「災害時事業継続計画(BCP)はあり
ますか」という確認がありましたので、早速取り組ん
でいます。非常食の準備は、今迄はインスタントラー
メン、お米、缶詰等でしたが、期限がすぐに来て管理
が難しい食材もありました。25 年保存可能であれば防
災訓練時に使用し、次を補充する形にできると考えて
います。
杉本氏 25 年もあるのですね。
事務局
はい、そうです。クラッカーやシチューの他に色々な
種類があるようです。
杉本氏 他は 5 年位ですよね。パンとか
クラッカーやお粥など。
事務局
味も先程のアンケートの結果皆さん好評でしたので、
備えたいと思います。
杉本氏 これはどこで購入できますか。
業者さんがあるのですか。
事務局
Ａ業者です。FAX にて案内をいただきました。
杉本氏 クラッカーだけだとぱさぱさし
ていますが、シチューはとろっと
していて食べやすいですね。
事務局
お湯を注ぐだけで温かいまま提供でき、適当な塩分も
ありますので、施設として保管できたらと考えていま
す。
事務局 【ふれあい保健室】
“ふれあい保健室”は、毎月第 1 木曜日 13 時 30 分か
ら 1 時間位開催しています。“病気”など色々なテー
マでお話しをさせていただいています。
次回は 12 月 7 日 11 時 30 分からです。管理栄養士が
常勤で就職したので、糖尿病食を試食していただきな
がら糖尿病についてお話をします。地域の方で参加さ
れる方があればご連絡下さい。参加費用は食事代 500
円です。よろしくお願いします。
末松氏 話を聞きたいので参加します。 (ありがとうございます)
杉本氏 皆さん糖尿病予備軍のようなも
のですよね。
事務局
またこういう事で、私どもの施設で実現可能なことで
お手伝いできることがありましたら、協力させていた
だきたいと考えております。
杉本氏 先日もお電話いただきましたね。

事務局

【地域貢献について】

事務局

【運動会】

事務局

【ヒヤリ・ハット】

事務局

【事業所発表会】

【ご意見、ご要望】
池村氏

最初の利用状況のところで退院
時に床ずれができていた方の件
です。包括支援センターは、病院
との連携をするために、病院を訪
問して入院中看護の状況をお聞
きする機会がありますが、病院と
しては床ずれができないように
といった院内の方針があるよう
です。参考にこの方が入院してみ
えた病院を教えていただき、今後
の病院との連携で挙げさせてい
ただけたらと思います。

事務局
渡邉氏

退院時の状況をお伝えしますので、またよろしかった
ら参考にしていただけたらと思います。
先程のふれあい保健室の話の件
ですが、管理栄養士さんを配置さ
れたのですか。

事務局

渡辺氏
事務局

11 月 26 日に小松政夫さんのトークショーがありま
す。申込みは 15 日迄になっていますが、まだ数名様
なら大丈夫ですのでよければお越し下さい。
10 月 20 日に施設内の運動会を行いました。デイサー
ビス、ショートステイの利用者様も一緒に参加され、
パン食い競争、玉入れ、ボール送り競争を楽しまれま
した。一番盛り上がったのがパン食い競争です。ぶら
下がったパンをめがけていかれるお元気な姿が見ら
れました。パンは 3 時のおやつにいただきました。こ
れも毎年続けていきたいと思います。
ご報告する事故けが等はありません。先程、紹介しま
した 9 月の入所者様がベッドの下に潜る癖がおあり
で、入所されてからも慣れない為か不穏状態でベッド
下に潜り込んでおでこを打つという事が 1 回ありまし
た。おけがもなく体調を崩されることなく過ごしてお
られます。他の利用者様は、骨折等による入院等もご
ざいません。
11 月 19 日に交流室を使い、
“有限会社だいち ナーシ
ングホームもも”と“社会福祉法人モモ”が「共同と
連携」をテーマに事業所発表会を行いました。各事業
所の代表が自分たちの活動内容を発表しましたが、90
名程の参加がありました。
ご報告としては以上ですが、入所者様の状況などで何
かご質問等はございませんか。

昨年管理栄養士が退職してからパート職員でやって
おりましたが 11 月に常勤で入りました。ふれあい保
健室での食事指導もなかなかできなかったのですが、
今回させていただくことになりました。
特養さんの管理栄養士ですか。
はい、社会福祉法人モモの管理栄養士です。非常勤で
いいのですが常勤 1 名配置しています。

杉本氏

10 月、11 月のふれあい保健室の
参加者はどうですか。
1 名様が開所当時からずっとおみえになっています。
夏祭りには他に 5、6 名参加いただいたのですが、な
かなか継続していただけなくて、今のところその方お
一人です。なにかいいアイディアでもございましたら
ご指導いただきたいと思います。

事務局

池村氏

第 1 回目の時にちらしをいただ
いてケアマネさんや事業所にメ
ールで送らせていただきました。
ふれあい保健室のちらしがあれ
ばまた送っていただけますか。

事務局

渡邉氏

ありがとうございます。月毎のテーマをお知らせして
いるちらしがあります。また皆様にお知らせいただけ
るのであれば是非ともお願いしたいと思います。
イベントとか大変ですね。運動会
など色々案を考えて。

事務局
次回の開催について
発言者
議事要旨 要望・助言等
事務局 【次回の会議の予告】

日々の仕事に加えての準備になるので大変ですね。皆
残ったりしてやってくれています。
発言・応答
奇数月の第 3 火曜日に運営推進会議を行いますので、
次回開催 1 月 16 日 13 時 30 分からです。お世話にな
りますが宜しくお願い致します。本日はご出席いただ
き有難うございました。

