
 

令和 2 年 3 月 25 日 

地域密着型サービス 

 

令和元年度 第 6回運営推進会議議事録 

 運営推進会議の開催状況について 

法人名・事業所名 社会福祉法人幸清会 地域密着型特別養護老人ホーム財田の杜 

所在地 虻田郡洞爺湖町川東８０―１６ 

担当者名・連絡先 施設長 吉田 恵 TEL ０１４２-８２-４７１０ 

従業者 従業者総数 ２3人（内訳：常勤１9人 非常勤４人）（令和 2 年 3月 10 日現在） 

 うち夜勤の従業者 1日当たり事業所全体の勤務従業者数  ２人 

運営推進会議の開催日 ２０２０年 3 月 23 日 （令和元年度 第 6回 ） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止措置に伴い書面会議による開催 

運営推進会議の構成員 所 属（団体等）名 職  名 出欠 

 入居者   ― 

入居者   ― 

入居者の家族   〇 

地域住民の代表者 川東地区自治会 自治会長 〇 

地域民生委員 民生委員 洞爺湖町民生・児童委員

洞爺湖町福祉調査員 

〇 

地域協力者 洞爺総合支所 支所長代理 〇 

地域包括 地域包括センター 職員 〇 

市町村職員 洞爺湖町役場 介護保険グループ主幹 〇 

地域社協 北海道社会福祉協議会 北海道地域福祉 

生活支援センター委員 

〇 

地域消防 西胆振行政事務組合 

消防本部 洞爺出張所 

所長 〇 

地域駐在所 伊達警察署 

洞爺駐在所 

所長 〇 

施設職員 財田の杜 施設長 〇 

施設職員 財田の杜 ケアマネジャー 〇 

施設職員 財田の杜 生活相談員 〇 

    

議題 ◯活動状況の報告・その他報告事項 

◯会議の出席者からの事業所の活動状況の評価 

◯事業所への要望、助言等の意見聴取 

利用状況 利用者総数 ２９人 （令和元年 ３月２１日現在）平均介護度 2.３８ 稼働率 96.55％ 

要支援１： ０人 要支援２：０人 要介護１：８人 要介護２：６人 

要介護３：１１人 要介護４：４人 要介護５：０人 － 



 

交流・行事等の実施状況 

・利用者の家族との交流内

容 

・地域との交流内容 

・その他の事業 など 

（直近約 2か月又は前回報告以降） 

○利用者の家族との交流内容 

※２月、３月はありません。 

 

○地域との交流内容 

※２月、３月はありません。 

 

○その他の事業 
2 月 1日  認知症介護実践者研修実習生 1名受け入れ 

３日  施設行事「豆まき（節分）」 
10日  主任会議 

   14日  事故発生検討会議 
  18日  相互評価調査受け入れ 
  20日  法人内研修「ひもとき研修報告会」 
    24日  給食・職員・防災会議、リスク管理委員会 

26日  令和元年度第 4回法人監事監査 
  28日  施設内研修「記録の重要性」、緊急感染対策委員会 
3 月 3日  事故発生検討会議、施設行事「ひな祭り」 
      5日  施設レクリエーション 

      9日  主任会議、身体拘束適正化委員会 

施設内研修「個人情報保護」 

 

事故の状況 

 

４件 

経緯 

１）令和 2年 X月 Y 日 肋骨骨折 
夜勤者ケアワーカーが起床介助を実施する。ベッドから車いすへの移乗
を支援する際、A氏がバランスを崩してしまい転倒する。車いすのひじ
掛けに脇腹を打ち当て骨折。 

 
２）令和 2年 X月 Y 日 誤薬 

配薬ケースから薬を取り出した際に他入居者の薬を取り出していたが、
服薬支援マニュアルの手順を抜かしていたため、間違えに気づくことが
できず、他入居者の薬を飲ませてしまった。 
 

３）令和 2年 X月 Y 日 裂傷 
早番者ケアワーカーが C 氏の入浴介助をしようと、脱衣室へ誘導し用
意した椅子に座ってもらう。早番者ケアワーカーが脱衣室のドアを閉
めようと C氏のそばを離れてしまった際、C 氏が椅子から転落してし
まう。転落により左の額を床に強く打ちつけ裂傷事故となった。 

 
４）令和 2年 X月 Y 日 誤薬 

朝食前薬を提供し食事介助を行う。この時ケアワーカーは食前薬と一
緒に食後薬も配薬ケースから取り出しており、服薬支援マニュアルの
手順も抜かしていた為、他入居者の薬を取り出したことに気づいてい
ない。薬の提供時にもマニュアルの手順を実施していなかったため、
間違えに気づくことができず、他入居者の薬を飲ませてしまった。 

 

 

ヒヤリハット報告 （2／１ ～ 3／10） 全 10件 
ヒヤリハットⅠ   3件 
（内訳 異食の危険 1件、転倒の危険 2件）  
ヒヤリハットⅡ   7件 
（内訳  尻餅 3件、服薬忘れ 2件、転倒 2件） 
苦情ヒヤリハット   0件 
（内訳：         ） 
 

相談・苦情の状況 （直近約 2か月又は前回報告以降） 

苦情 無 

相談 7件  

（内訳: 入居 1件、通院 2件、面会 1件、入退院 2件、施設生活 1件） 



 

 

身体拘束の状況 

 

有：無 

身体拘束等適正化委員会（直近の開催日 令和 2年 3月 9日） 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項  

・「新型コロナウイルスに対する施設の感染対策」 

 

添付資料   有 

・財田の杜 運営推進会議報告資料 

・「新型コロナウイルスに対する施設の感染対策」 

会議出席者より 

事業所の活動状況の 

評価事業所への 

要望・助言等 

 

＊ご意見 

※書面により下記のようにご意見・ご助言をいただいております。 

 

●A氏 

 4件の事故が発生しておりますので、ご注意をお願い致します。 

●B氏 

 今回の新型コロナウイルスの不測の事態について、施設としてスタッフ

一同、日々何かと気苦労の多いことと思います。また、マスク・消毒液

の不足等、私たちの日常生活の中でも危惧されており、潤沢な供給がな

されることを望む次第です。1 日も早くこの事態が終息し施設に安心し

て楽しい時期が訪れますよう願っております。 

●C氏 

 新型コロナウイルスの対策として、居室や共有スペースの消毒など業務

量も増え、施設長をはじめ、職員の皆様にも心身の負担が大きいことと

思います。また、面会制限ゆえ入居者様の不安やご家族様への対応もあ

り、大変かと思います。そのような中厳しいことを申し上げますが、今

回の報告では事故の件数がいつもより多いことが気になりました。特に

誤薬が 2 件続いたことです。マニュアルの改正や手順表で確認をする、

施設全体で再発防止に取り組むと記載されており、対応に期待していま

す。 

●D氏 

 新型コロナウイルスのことがあり、色々大変でしょうが、宜しくお願い

致します。 

 

※その他、特にご意見やご質問などはなかった。 

 

次回の会議は、令和 2年５月 28日（木）13：30～の開催としている。 

 

                      以上で、会議を終了する。 

 


