第3回

特別養護老人ホームもも大安

１

日時：平成 30 年 9 月 18 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

13：30～14：20

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

出欠

伊藤 さよ子

×

末松 一男
清水 岩雄

○
○

杉本 うめ子

×

太田 亮子

○

杉本 千寿子

〇

山川
北浦
水谷
武田

○
○
○
○

広子
美佳
恵美子
美佐子

出席･･･○ 欠席･･･×
あいさつ 施設長 山川広子
本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。平成 30 年度 3 回目の運営推進会議を開催
させていただきます。
議事次第
１.入所待ち状況
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
次回開催予定 奇数月の第 3 火曜日

11 月 20 日(火)13 時 30 分から 14 時 30 分

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

末松氏

一部屋を何人かで利用するのです
か。
一部屋に対して 4 人から 6 人位ですが、2 名と 4 名が多い
と聞いています。費用を抑えられるので希望されます。

事務局

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】

太田氏

転所した方が多床室の施設へ行か
れたのですか。

事務局
杉本氏
事務局

発言・応答
入所者の利用状況ですが、8 月に 1 名が他の施設に転所さ
れ新規の方が入所されました。9 月に入って 1 名の方が怪
我で入院されました。利用率は 99.9％で推移しています。
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。

そうです。転出された方 1 名は多床室に行かれました。
申込は介護 3 からですか。
平成 28 年迄は要介護 1、2 の方もありましたが、改正以降
は、介護度 3、4、5 を受付けております。

末松氏
事務局

優先順位は介護 5 からですか。

太田氏

いなべ市は介護施設の数が多いの
で、どうしても困られた方は有料老
人ホームなどを選ばれますね。

事務局

発言・応答
入所待ちについて、三重県の定例調査があり 9 月 1 日現在
での入所申込者の調査をしました。要介護 3 が 8 名、介護
4 が 3 名、介護 5 が 3 名です。介護 4 と 5 の各 1 名の方が
将来でいいという事で入所を見送られており、実質入所希
望の方は合計 12 名です。待機場所の内訳は自宅が 5 名、
入院中が 2 名、サ高住やグループホームに入所中の方が 7
名です。入所を見送った方は子どもが介護休暇を取得中で
急がないという事でした。もう 1 名の方は入所すると費用
が月額 13 万円程になる為もう少し自宅で介護を続けると
いう事でした。当施設に入所されてからもユニット型より
費用が少ない多床室の特養に移られた方も 2 名おられまし
た。国はユニットをすすめていますが、利用される方は費
用の関係で多床室を望まれる方があります。

介護度 3 の方は点数の関係で特別な事情がある方でないと
入所は難しいと思われます。またお一人暮らしの方は点数
が高いです。有料へ入所して医療依存度が高い方は訪問看
護など他の費用もかかるので転所を希望される方がみえま
す。
窓口に入所できない等の相談する方はおみえになります
か。

入居希望の方はおみえになりますが、入所できないという
ご相談はないです。

太田氏

有料なども含めると何れかの施設
には入れる状況だと思いますが、グ
ループホームはほぼ一杯です。

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

8 月 18 日土曜日 14 時から特養、ショートステイ、デイサ
ービス、ぴあハウス全体で夏祭りを行いました。職員と一
緒に炭坑節や東京音頭などの盆踊りやお菓子つり、西瓜割
りをしましたが、皆さんが笑顔で楽しまれている姿を見る
事ができました。特に西瓜割りはお誘いしても、できない
と言って尻ごみされていた方も一生懸命西瓜をたたいたり
して、笑顔のみられた楽しい夏祭りになったと思います。
9 月 12 日水曜日はいなべ市の方が入所者様の敬老のお祝い
に来てくださいました。いなべ市男性最高齢 104 歳の方と
今年 100 歳を迎える女性の方が表彰していただきました。
104 歳の方は認知症ですが大きな額に入った表彰状を両手
でしっかりと受け取り挨拶をされました。いなべ市男性最
高齢の記録をこれからも伸ばしていっていただきたいと思
います。

事務局

末松氏

いなべ市最高齢の方がみえるので
すね。104 歳ですか。
男性で最高齢です。100 歳以上の方が 3 名になりました。
皆さん落ち着いて過ごしておられます。

事務局

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】

末松氏
事務局
太田氏
事務局

発言・応答

発言・応答
アクシデントは、8 月に入所された利用者様で骨折で入院
されました。認知症で歩行は困難なのですが、歩こうとさ
れ夜中も寝ていただくのが難しい状態でした。センサーマ
ットを使用して対応していましたが、何時、どのようにし
て転倒されたのか不明ですが、オムツ交換時に痛いと言わ
れ大腿部に腫れがあったので病院を受診しました。受診し
たら大腿骨頚部骨折と診断を受け、手術になり、1 ヵ月後
に退院予定です。自宅で 2 回骨折され今回で 3 回目になり
ます。2 回目の骨折後に特養に入所となられましたが、入
所時ご家族は病院では縛っていたのでここでも動き回らな
いように夜間は同じように縛ってほしいといわれました。
福祉施設としては抑制は出来ない事を説明し、お部屋をよ
く見える所に配置換えをして見守り強化を致しましたが、
転倒につながりました。

ベッドの柵を乗り越えるのですか。
はい、ベッドの上にも立たれます。
歩かれるのですか。
骨折の治療後の為能力は無いのですが歩こうとされます。
普段は車椅子ですが、一人になられると何かにつかまり立
とうとされます。

太田氏
事務局

入所してどれ位ですか。

太田氏

退院後はこちらに戻られる予定で
すか。

2 週間位です。転倒されてもこちらが気づくまで痛いとお
っしゃらない状況です。

事務局
【ふれあい保健室の状況報告】

太田氏

この保健室がきっかけで交流がで
きるといいですね。

事務局

いろいろな機会に来ていただきこの施設の理解を深めてい
ただく機会になればと思っています。

杉本氏
事務局

参加者の年齢層はどうですか。

末松氏

8 名だと賑やかでしょうね。安心し
ました。

70 歳代の女性が多く、まだ老人会等には入っていない方で
す。お元気で外出が好きで、他の会にも出ていて「○○で
お会いしましたね」というような会話もありました。

事務局
清水氏

ありがとうございます。議事は以上ですが他に行政や地域
で何かございませんか。
9 月 17 日に地域の敬老会があり 100
人位が参加しました。弁当と三味線
などの出しものがありました。
こちらの施設では 17 日は敬老の日の行事として、昼食にお
赤飯や天ぷらと茶碗蒸し、ノンアルコールビールなどをお
出し、デイサービスでは敬老の記念品をお渡ししました。
10 月 24 日は笠間保育園の園児様に来ていただき敬老会の
催しを行なう予定です。運動会も 10 月に行う予定です。

事務局

清水氏
台風の被害はなかったですか。
事務局
杉 本 氏 停電もしませんか。
事務局
清水氏

お陰様で大丈夫でした。
この辺りは停電もしてないです。特養にソーラー設備があ
るので昼間は停電時も電気が使えます。

8 月はとても暑かったですが皆さん
熱中症などは大丈夫でしたか。

事務局

太田氏
事務局
杉本氏
事務局

はい、その予定です。ワーカーさんからも連絡をいただい
ています。
“ふれあい保健室”は、9 月は見学者が 2 名、参加者が 8
名でした。近所で話す場や食事をする場があまり無いのか、
昼食をメインに来ていただけるようです。後期は日常生活
を見越した生活指導を全般的に取り入れて予定を立てまし
た。いなべ市からもご協力をいただき沢山ご参加いただき
賑やかになりました。

熱中症になった方はないです。こまめな水分補給と室温管
理を心がけています。
その他にご質問等はありませんか。
地域との交流は何かありますか。
12 月に認知症カフェを予定しています。
場所を提供するのですね。
場所を使っていただきます。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。
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
次回の会議ですが、奇数月の第 3 火曜日、11 月 20 日 13
時 30 分から予定していますが、如何でしょうか。(意見な
し)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。

