
 

令和元年 ９ 月 ２６ 日 

地域密着型サービス 
                        

令和元年度 第３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 グループホームぬく杜の郷・しおさい 

所在地 虻田郡豊浦町字豊浦町浜町１７番地３ 

担当者名・連絡先 施設長 藤井丈彰 TEL ０１４２-８３-７７１１ 

従業者 従業者総数 １５ 人（内訳：常勤１２人 非常勤３人）（令和元年９月 26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 令和元年 ９ 月 ２６ 日 （令和元年度 第３回） 

運営推進会議の構成員 所 属（団体等）名 職  名 出 欠 

 入居者 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 〇 

入居者 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 〇 

入居者の家族 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 〇 

入居者の家族 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 〇 

地域住民の代表者 豊浦町浜町自治会 自治会長 〇 

地域民生委員 民生委員協議会 副会長 〇 

地域協力者 近隣協力者 有識者 〇 

市町村職員 豊浦町総合保健福祉施設やまびこ 事務長 〇 

市町村職員 豊浦町地域包括支援センター 認知症地域支援推進員 〇 

地域社協 豊浦町社会福祉協議会 事務長 〇 

地域消防 西胆振行政事務組合伊達消防署豊浦支署 庶務・警防主幹 欠席 

地域駐在所 札幌方面伊達警察署豊浦駐在所 警部補 〇 

施設職員 グループホームぬく杜の郷・しおさい 施設長 欠席 

施設職員 グループホームぬく杜の郷・しおさい 介護支援専門員 欠席 

施設職員 グループホームぬく杜の郷・しおさい 計画作成担当 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 １８人 （令和元年９月２６日現在）平均介護度２．9 

 稼働率１００％ 

要支援１： 人 要支援２：1人 要介護１：4人 要介護２：3人 

要介護３：5人 要介護４：1人 要介護５：4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 

 

 

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） 

7月 ２０日 ぬく杜カフェ 
7月 ２２日 代表者会議 施設内研修（個人情報保護） 
7月 ２４日 施設内研修（認知症の理解） 
7月 ２５日 行動規範打合せ   
7月 ２６日 ひだまりユニット会議 
7月 ２７日 ケアケア交流講座（認知症サポーター養成講座） 
7月 ３０日 管理者研修 （函館） 
7月 ３１日 管理者研修 特別養護老人ホームえさし荘視察 
8月   ２日 実地指導（北海道・豊浦町合同指導） 
8月   ８日 せせらぎユニット会議 8月 14日 施設内研修 
8月 １６日 ＧＨ協会相互評価現地調査（ＧＨ輪西） 
8月 １９日  ＧＨ協会相互評価現地調査（ＧＨアウル） 
8月 ２０日 ＧＨ協会相互評価現地調査受入れ 
8月 ２１日 施設内研修 
8月 ２２日 行動規範打合せ・夜間総合訓練 
8月 ２３日 ひだまりユニット会議 
8月 ２６日 ＰＥＡＰ研修 
8月 ２８日 法人監事監査 
8月 ２９日 エレベーター救出訓練 
9月   １日 しおさい祭り 
9月   3日 豊浦町地域支え合いまちづくり委員会 

第２回事務局会議・面接 
9月   4日 施設内研修 
9月   6日 ひだまりカンファレンス 
9月   9日 せせらぎカンファレンス 
9月 １２日～13日 ユニットリーダー研修 
9月 １８日 室蘭保健所モデル事業 施設内研修（嘔吐物処理実演） 
9月 ２１日～２２日 

施設内研修（身体拘束高齢者虐待防止・嘔吐物処理実演） 
 

事故の状況 薬の飲ませ忘れ １件 

X 月 Y 日 本人の居室を掃除していたケアワーカーが床に落ちている錠

剤１錠を発見。確認すると本人の薬（朝食後薬）と判明する。いつのもの

か明らかではなく、服薬後口から出した可能性もあるが、飲む際の確認不

足として推測し事故報告として処理する。 

ヒヤリハット報告 （7/31～9/25）全 16件 

ヒヤリハットⅠ    1件 

（内訳：服薬セット時、曜日間違いに気づいた）  

ヒヤリハットⅡ   １５件 

（内訳：転倒６件、変色４件、ベッドから転落２件、擦り傷３件） 

苦情ヒヤリハット    ０件 

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４件 （入居相談４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８／２７） 

９／４ 身体拘束・高齢者虐待防止研修実施 

※身体拘束適正化委員会より、「身体的拘束等の適正化のための指針」を 

基に身体拘束に伴う緊急やむを得ない場合の３原則、身体拘束等の具体的 

内容（種類）について説明。実際に施設内を見学していただき意見交換等 

を行う 

感染症等の発生状況 有：無  ９／１８・９／１９ 嘔吐処理実演研修 

その他の報告事項 各ユニットより毎月の広報誌について紹介する。 

添付資料 〇議事次第 

〇事業所報告資料 

〇施設広報誌 せせらぎ通信・ひだまり通信 

（計画作成担当者より報告） 

 

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 

 

●A氏 

事故報告について 

薬を飲んで頂いて後から吐き出されたりしても事故扱いなのか？ 

（施設）飲む際の確認不足として推測し事故報告として処理させて頂きま 

した。再発防止策としては、服薬後、口腔ケアを行い口腔内に錠剤 

が残っていないことを確認することで統一している事を報告。 

●B氏 

錠剤を粉薬にできないのか？ 

（施設）主治医へ錠剤が飲みづらくなってきている事を報告し、相談してみ 

    たが粉薬には出来ず、飲めなかった時は飲まなくても構わないとお 

話があった事をお伝えする。 

●C氏 

ご家族は理解出来ているのか？ 

（施設）契約者様へは食事・服薬状況の報告等も密に連絡を取り合い、理解 

    して下さっている事をお伝えする。 

 

●D氏 

今年も９月２９日の自治会レクには参加してくれますか？ 

（施設）７～８名で参加させて頂くことをお伝えしている。 

 

●E氏 

年を取っても地域と関りを持つことはとても良いことですね 

（施設）しおさい祭りにも、たくさんの地域の方が参加してくれており、地 

    域住民として地域のイベントには積極的に参加させて頂いている 

事をお伝えする。 

 

●F氏、G氏 

職員の皆さんにはいつも感謝しています。 

以上で会議を終了する。 

 


