第2回

特別養護老人ホームもも大安

１

日時：平成 30 年 7 月 17 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

運営推進会議議事録

13：30～14：30

構成区分

役職

利用者の家族

家族代表

利用者の家族
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

家族代表
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

いなべ市地域包括
支援センター

主任介護支援専門員

事務局
事務局
事務局
事務局

施設長
看護師
相談員
事務員

氏名
伊藤

さよ子

末松 一男
清水 岩雄
杉本

うめ子

出欠
○
○
○
○

渡邉 茂樹

○

池村 俊子

×

山川
北浦
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
本日は酷暑の中お集まりいただきありがとうございます。平成 30 年度 2 回目の運営推進会議を開催さ
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.ボランティア来所報告
４.その他
・アクシデント報告
・ふれあい保健室の状況報告
・誕生会の記念品について

次回開催予定 奇数月の第 3 火曜日

9 月 18 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】

末松氏

介護 3 でも特養の申込が出来るので
すか。

事務局

受付けは可能です。特別な事情で在宅生活が困難な方など
はいなべ市と相談し介護 2 の方でも入所された事例もあり
ます。その方は家庭の事情が整ったので退所されました。
現在の平均介護度は約 4.4 です。入所者 20 名中 18 名が介
護 4 と 5 で、
28 年 3 月迄に入所した介護 3 の方が 2 名です。

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】

末松氏

あまり変わらないです。複数の施設に申し込みをして入所
待ちの間に他の施設にお入りになり減る事もあります。
入所の申込は月に 1 人位ですか。
その月により違いますが、ひと月に 1 名か 2 名位です。
申込は施設長さんが受付されるの
ですか。

事務局

杉本氏
事務局

発言・応答
入所者は、20 名あり満床です。1 名は体調を崩されて入院
中です。7 月 12 日に胃ろうの定期健診に行かれた方が心臓
が弱っているので入院となりました。退院については病院
の在宅窓口と調整中です。
入所待ち情報、利用状況についてご質問などございません
か。

入所待ちの人数は前と比べて増え
ていますか。

事務局
渡邊氏
事務局
渡邊氏

発言・応答
入所待ちについては、要介護 3 の方が 8 名、介護 4 が 5 名、
介護 5 が 6 名です。順番が来次第入所希望の方は介護 4 の
方が 1 名、介護 5 の方は 2 名です。介護 3 の方は入所の可
能性が低いのでまだ確認していませんが 9 月に三重県の定
例調査があるのでその際に調査する予定です。

申込受付は、施設長、特養責任者、ケアマネジャがやって
います。様々な取り決めや三重県からの指示や優先入所な
どがある事を説明しています。勘違いなどがあるといけな
いので直接来ていただいてお話をして書面に印鑑をいただ
いています。用心のために申し込む方も多いです。お困り
になっていてもご夫婦二人暮らしの方は「見合わせます。
もう少し大丈夫です。」とおっしゃる方がここ 2～3 回続い
ています。
ご夫婦での入所はないのですか。
有料老人ホームは空いていれば可能ですが、特養はないで
す。三重県の入所基準は介護 3 以上ですが、介護をしてお
られる方はそこまで介護度が高くない方がほとんどなので
ご夫婦での特養入所は難しいと思います。

３．施設の行事とボランティア来所報告
発言者
事務局

議事要旨 要望・助言等

末松氏

演奏を聴きましたがとても良かっ
たです。今度はいつ頃ですか。

事務局

末松氏

涼しくなった頃がいいという事です。三味線にとって湿気
は大敵という事でした。お越しいただいた時がちょうど長
雨の時期だったので演奏中もチューニングに苦労してみえ
ました。
もっといい音が出るということで
すね。

事務局

杉本氏

地域の方にも聴いていただきたいです。“ふれあい保健室”
に参加された方にもお声がけしましたがひどい雨の日で交
通手段が無いのか欠席でした。ぴあハウスの利用者様が浴
衣で聴きに来られ、演奏していただいたＩさんにも喜んで
いただき花を添えていただきました。
なかなか浴衣を着る機会もないで
すものね。

事務局

末松氏
清水氏

女性の方が浴衣を着ていただけると雰囲気も変わります
ね。水戸黄門の主題歌も弾いていただき手拍子もでていま
した。こういう時間が生活に潤いや変化を与えられますね。
皆さんに喜んでいただきました。
冬の時期は三味線の演奏にいいの
ですか。
三味線の糸が水分を吸うといい音
がでないそうです。

事務局

早速冬にお願いしてみます。このような催しがあるとご家
族様にも足を運んでいただけるいい機会になると思いま
す。

末松氏
結構満員でしたね。
渡 邊 氏 参加人数は 30 名位ですか。
事務局
杉本氏
事務局

発言・応答
6 月 2 日土曜日 14 時からボランティアのポコ・ア・ポコさ
んが合唱コンサートをしてくれました。20 名揃っての綺麗
な歌声で耳の遠い方も「聴こえた。」、「素晴らしかった。」
という声をいただきました。
「高校三年生」を歌われた時は
利用者様が感動され涙ぐんでいらっしゃいました。歌とい
うものはとても心に残っているのですね。また毎年および
して歌声を聞かせていただきたいと思います。
7 月 7 日土曜日は七夕のイベントとして津軽三味線講師の
Ｉさんに津軽三味線を演奏していただきました。プロの迫
力ある素晴らしい演奏で利用者様も聞きほれていました。
職員も感動しました。また来年も来ていただける様にお願
いする予定です。

利用者様と職員を合わせて 50 名位でした。皆様はどこかの
施設のお祭りなどに参加されることはないですか。

あまりないですね。
また夏祭りを企画しますので良いアイディアがあれば教え
て下さい。保育園でのお祭りはどのような事をされていま
したか。

杉本氏

ヨーヨー風船やお化け屋敷、きもだ
めし、長風船を使っての動物作り、
輪投げ、お菓子のつかみ取りなどを
しました。

事務局
杉本氏

お菓子のつかみ取りは利用者様にもいいかもしれません
ね。企画の中に入れてもらえるように提案してみます。
結構喜ばれますよね。風船も簡単な
ものは教えて頂くとできるように
なります。するときはお手伝いに来
ます。

事務局

ありがとうございます。お菓子つかみなどは係りの方など
が要りそうなのでまたよろしくお願いします。

４．その他
発言者

議事要旨 要望・助言等

事務局

【アクシデント報告】

渡邊氏
事務局
渡邊氏
事務局
事務局

傷口はもう塞がっていますか。

渡邊氏

実際に来ていただいて認知度が広
まっていけばいいですね。

以前から動き回る方ですか。
【ふれあい保健室の状況報告】

ご自分のペースで一日中絶えず動いておられた方です。
先々月から少しずつ参加者の方が増えて現在 6 名になりま
した。来月は地域包括様から 1 名ご紹介いただき 7 名の予
定です。参加者も増えて賑やかに行なわせていただいてい
ます。病気について話をしてから食事をするという事で食
事の人数の定員と内容を後期に向けて栄養士と相談してい
ます。参加者は話好きの 70 歳代の女性の方が多く、お家に
こもっている方が外に出で来ているかというとそうでもな
い状況ですし、男性の参加者も少ないので今後の課題と考
えています。

包括様にも熱心に声をかけていただいておりますし、これ
からも続けていけば皆さんに理解していただけ寄っていた
だけると思っています。
包括さんの“おれん家カフェ”的な
扱いではないのですね。

事務局
渡邊氏
事務局

104 歳の利用者様が右足首の裏を負傷し、Ｉ総合病院で 12
針の縫合術を受け通院中です。その方は、３週間程入院さ
れていました。退院してから少し日は経つのですが、せん
妄状態が続き独り言をいいながら徘徊をずっとされている
状態です。怪我をされた時もご自分からは何もおっしゃら
ずお部屋に行った介護員が洋服に血がついていて気づきま
した。事故の原因が明確でなく申し訳ないのですが、車椅
子のどこかに足をこすられたと思われます。
はい、3 回程の通院でした。

事務局

渡邊氏

発言・応答

ここ独自のものです。
“おれん家カフェ”も賑やかそうです
ね。
場所によってまちまちのようです。
阿下喜のアイリスさんの“アイカフェ”はコーヒーが 300

円で 20 名位の参加者があり午前中に集まって皆さんでお
話しなどをされて賑わっているようです。自分達で自由に
飲んでお話しをして帰るという会だそうです。
渡邊氏
事務局
杉本氏

場所を提供するのですね。
行く所、集まる場所があるという事は大切ですね。
行けば誰かに会えて色々なお話が
できて刺激をもらえますよね。

事務局
清水氏

杉本氏

金井地区では老人会で皆さん集まってらっしゃるのです
か。
老人会の人数は 100 名位で、手品や
漫談、フラダンスなど色々なボラン
ティアの人に来てもらっています。
民生委員が集まってこの地方に伝
わる民話を大きな紙芝居にして小
学校などへ行く活動をしています。
お声がけくだされば来させていた
だきます。

事務局
杉本氏
渡邊氏
杉本氏

事務局
事務局

ありがとうございます。是非お願い致します。土曜日や年
内でも大丈夫でしょうか。
早めに言っていただければ大丈夫
です。
何年位の活動ですか。
4 年目になります。紙芝居を見てそ
の場所まで実際に見に行った子供
もいるようです。地元の事を知って
もらうのは良い事なので 1 年生から
6 年生まで毎年違う話が見れるよう
に年替わりで製作中です。
【誕生会の記念品について】

渡邊氏
事務局

利用者様の家族様に渡すのですか。

伊藤氏

よくしていただいていると思って
います。
施設からの便りは年 2 回ですか。楽
しみです。お雛様の前で撮った写真
は大切にしています。

末松氏

事務局

小さい頃の良い思い出として心に残りますね。
今まではお菓子や飲み物でお誕生日のお祝いをしていまし
たが、形に残る物がいいという事で誕生月の利用者様の写
真を撮り写真立てに入れてお部屋に飾る事にしました。1
年かかりますが順番にお渡ししています。また何か良い案
がありましたらよろしくお願い致します。
ご家族様が来られた時に見て頂けるように利用者様のお部
屋に飾らせていただいています。
ご家族の方から何かご意見やお気づきの事はありません
か。

特養の玄関に雛人形を飾りお一人ずつ写真を撮りました。
A4 サイズの用紙にその写真を印刷し係りの者が日頃のご
様子を記入したお便りをお送りしました。今度は何が良い
でしょうか。ご意見をお願いします。気候の良い頃には外

でお茶を飲んでいただいたりしています。
杉本氏
渡邊氏

事務局
渡邊氏

外でいただくとまたおいしいです
ね。
春の新緑の匂いとかそういうもの
に結構反応されると聞いた事があ
ります。外に出るのは良い事かもし
れませんね。
いなべ市様の方からは何かございませんか。
今のところは特にありません。事故
報告は病院にかかるような事があ
れば市に報告して下さい。

事務局
渡邊氏

杉本氏

ご家族様には受診するしないに関係なく軽微な傷も自傷や
アクシデントに関わらずご報告させていただいています。
事故は簡単には無くならないので
ゼロにするよりもその時の対処を
適切にしていただければと思いま
す。
家にいても起こる時は起きますし
ね。

事務局
杉本氏

普段からのご家族様との連携が一番大事だと考えていま
す。
最近は大きな災害が起きています
が、この施設は災害時の避難場所に
なっているのですか。

事務局
渡邊氏

ハザードマップでは浸水区域外です。土砂災害も区域外で
避難場所になっています。
福祉避難所として登録しています
か。

事務局

末松氏

登録はしておりませんが、いなべ市からご指導をいただき
非常時の BCP は作成しました。備蓄は早めの購入で 3 日
分位は必ずここにおくように指導をいたしております。
避難場所になっているのですか。す
ごいですね。知らなかったです。

事務局

末松氏
事務局

公共の小学校などへ避難した人の中で対応が難しく介護が
必要な方を受け入れる事になっています。
他にご意見はありませんか。
夏祭りはいつですか。
8 月 18 日(土)の予定です。特養玄関にまた掲示いたします。
またご協力いただきますようよろしくお願い致します。
ご報告としては以上ですが、何かご質問等はございません
か。なければこれで閉会とさせていただきます。

次回の開催について
発言者
事務局

議事要旨 要望・助言等
【次回の会議の予告】

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
開催は 9 月 18 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。

