
 

令和２年 9 月 29 日 

地域密着型サービス 
                        

令和２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 社会福祉法人幸清会 グループホーム来夢の杜 大宮 

所在地 常陸大宮市野中町 3050-1 

担当者名・連絡先 施設長   杉谷 操 TEL 0295-53-6549 

従業者 従業者総数 16 人（内訳：常勤 10人 非常勤 6人）（令和 2年 9月 1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２年 9 月 28 日 （令和２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 さざんかユニット  欠席 

入居者 たんぽぽユニット  欠席 

入居者の家族 ご家族代表  欠席 

入居者の家族 ご家族代表  欠席 

地域住民の代表者 野中地区 区長  〇 

地域民生委員 野中地区 民生委員  〇 

地域代表 南部地域包括支援センター  〇 

市町村職員 常陸大宮市長寿福祉課 主事 〇 

地域消防 常陸大宮消防本部予防課 課長補佐 〇 

地域警察 常陸大宮警察署刑事生活安全課 警部補 〇 

地域社協    

施設職員 来夢の杜太田 施設長 欠席 

施設職員 来夢の杜大宮 施設長 〇 

施設職員 来夢の杜大宮 管理者 〇 

議題 ◯活動状況の報告・その他報告事項 

◯会議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２年７月１日現在）平均介護度 3.11 稼働率 100％ 

要支援１：0人 要支援２：0人 要介護 1：1人 要介護２：5人 

要介護３：５人 要介護４：４人 要介護５：3人 介護認定未確定：0名 

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） 

・前回運営推進会議後からの事業所報告（7/15～9/13）を行った。 
7 月 17 日  内部研修（テーマ：身体拘束適正化に向けた取り組みと高

齢者虐待について～私たちがすべきこと～     
7月 21日  土用の丑の日 
7月 23日  ユニット会議・ケアカンファレンス（さざんかユニット） 
7月 24日  ユニット会議・ケアカンファレンス（たんぽぽユニット） 
7月 27日  入居者様お誕生会 
8月 6日    JB１訪問理美容 
8月 10日  入居者様お誕生会 
8月 19日  夏祭り 
8月 20日  ユニット会議・ケアカンファレンス（さざんかユニット） 
8月 23日  お楽しみ献立（郷土料理巡り：長野県） 
8月 24日  ユニット会議・ケアカンファレンス（たんぽぽユニット） 
8月 26日  内部研修（テーマ：「介護職員のためのそうだったのか！感



 

染対策！」「認知症の人の体調管理について」） 
8月 27日  お楽しみ献立（郷土料理巡り：山梨県） 
8月 27日  内部研修（テーマ：「介護職員のためのそうだったのか！感

染対策！」「認知症の人の体調管理について」） 
9月 1日  お楽しみ献立（郷土料理巡り：静岡県） 
9月 2日  内部研修（テーマ：「高齢者虐待防止について」） 
9月 3日  内部研修（テーマ：「高齢者虐待防止について」） 
9月 10日  ユニット会議・ケアカンファレンス（たんぽぽユニット） 

9月 11日  お楽しみ献立（郷土料理巡り：愛知県） 

9月 12日  内部研修（テーマ：「高齢者虐待防止について」） 

・お楽しみ献立、郷土料理巡りは 4 月から始まり入居者様から色々話が聞

かれている事を伝えた。 

事故の状況 

 

事故 1件についての報告を行った。 

（落薬） 

経緯 

居室ベッドサイド床に錠剤 1錠が落ちているのを発見した。表面が溶け 

ていたため内服薬の断定が出来なかったことも含め医療機関に電話にて 

状況報告を行った。服薬が重複することも考えられるので飲まずに経過観 

察するよう指示があり経過を見ていたが状態の悪化は確認されなかった。 

原因・再発防止策 

飲み込み確認が不十分であったことが原因と推測される。 

服薬後の口頭での確認と口腔内に残薬があるときは口の中を気にする 

動作がみられるため、服薬後の動作確認を行うようにする。 

また、内服薬は散剤と錠剤を分け、錠剤は１錠ずつ服用していただく。 

直接の再発防止策ではないが、服薬後は枕を肩まで差し込み、 

ベッドギャッジアップの角度も併せて調整し、誤嚥性肺炎や 

逆流性食道炎の防止に努めていく。 

 

ヒヤリハット報告 （令和 2年 7月 15日 ～9月 13日 ）全 19件 
ヒヤリハットⅠ  13件 
 
ヒヤリハットⅡ    6件 
（内訳：ずり落ち 1件、転倒 1件、変色 2件、内服薬の日付勘違い 1件、
服薬の遅延 1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 0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 7月 15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感染防止で外出機会が少ない状況下で、食事が 

 楽しみの一つとなっている。大宮ではお楽しみ献立で全国郷土料理 

巡りを行っている。入居者様に評判が良く、「こんなの食べたことない」 

「こんなおいしい料理があったんだね」「またつくってほしい」等 

入居者様に評判が良い。今年 4月から始まり現在岐阜県の料理まで 

進んでいる。 

・8月 19日夏祭りを事業所内で行った。ゲームではスイカ割りを 

行ったが、普段は「腰が痛くて」と話されている方も積極的に 

立ち上がってスイカ割りを行っており、笑いの多い行事となった。 

・「運動したい」、「花がみたい」、「会話を楽しみたい」、「ぶらっとしたい」

等、個人のご希望に合わせた屋外の散歩を行っており、個別で買い物 



 

レクリエーションも行っている。散歩をすることで達成される利用者 

個人の目的を明確にし、その達成に向けて行っていくことが大切だと 

いるので数名での散歩と個人の散歩を分けて実施している。 

・現在、看取りを行っている方が 3名おり、ひたちおおみやクリニック 

の訪問診療を利用している。私たちにできることは最後の一瞬まで 

普通の暮らしを送ることだと考えているので、起きることやトイレ 

で排せつすることの意味を職員が理解できるようミニ研修会を昼礼で 

開催している。その学びを実践に活かして、安楽な姿勢を保つことが 

できるよう足台やクッション、バスタオルの活用、排せつはトイレで 

行えるよう介助方法を統一した支援を提供している。 

 

新型コロナウイルス感染予防について 

・衛生用品について適切に使用できるよう昼礼内で伝達している。 

・現在、茨城県はステージ 2で感染が概ね抑制が出来ている状態である。 

来夢の杜大宮での面会は、前回の運営推進会議内での決定事項である 

体温測定後手洗いとうがい、手指消毒、マスクを施設で準備している 

ものと交換、入居者様もマスクを着用している。面会場所は、 

玄関ホール設置してあるアクリルボードを置いたテーブルを挟んで 

10分以内で行っていただいている。ご家族の方々も面会に慎重に 

なっているので、以前の頻度と比べると少ない状態にあるが、 

確実に入居者様の安心につながっている。 

・第 2回運営推進会議内で話し合った面会用紙記載内容については、 

新たに、来訪時の体温、風邪症状の有無、気になることの３項目を 

追加した。先程お話しした通り、ご家族様も新型コロナウイルス 

感染症への関心が高く、しっかりと対応していただけているため、 

面会時にも細やかな確認を行うと余計に足が遠のいてしまことが 

考えられるため、その３項目のみとしている。また、面会時には 

職員が応対するためご家族様の状況を面会前に確認することが 

出来ている。 

・新型コロナウイルス感染が発症した際のゾーニングについて 

 グリーゾーン：さざんかユニット及びリビング 

イエローゾーン：たんぽぽユニット廊下 

レッドゾーン：居室 

・来夢の杜大宮のリビングは共有スペースであるため、新型コロナウイ 

ルス発症時には感染が拡大している恐れがある。他事業所であれば 

ユニットで分ける事が出来るが来夢の杜大宮は難しい。 

 感染確認時に速やかな入院治療が受けられるよう常陸大宮市長寿福祉 

課とも話し合っているが、実際の場面においては、数日間、施設内で 

の対応となる場合も考えられるので、発症時の職員配置（対応の可否） 

について個人個人の意向確認をしている。 

 また、必要に応じて法人内での協力体制も構築している。 

検討事項  

『来夢の杜大宮のリビングは共有である為、新型コロナウイルス発症時 

には感染が拡大している恐れがある。』状況から居室内での隔離も含め 

対応方法を決定する必要があるが、「身体拘束に対する考え方」に示さ 

れている身体拘束の具体例の中にある「自分の意思で開ける事のでき 

ない居室等に隔離する」に触れてしまうので、事前に市の担当者に 

相談している。居室での隔離は身体拘束に当てはまるが、当該入居者 

または他の入居者等の生命または身体を保護するため「緊急やむを得 

ない場合」に該当されると返答をいただいている。 

 緊急やむを得ない場合とは、以下の 3つの要件「切迫性」「非代替性」 

「一時性」をすべて満たすことが必要で判断は施設全体で行うことと 

なっている。身体拘束をせざるを得ない場合には身体拘束の内容や目的 

、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し理解を 

求める事が必要とされている。 



 

添付資料 ・運営推進会議次第 

・運営推進委員名簿 

・運営推進会議資料（R2.8月経営会議提出） 

・運営推進会議資料（R2.9月経営会議提出） 

・新型コロナウイルスへの対策について 

・県民の皆様にお願い、来夢の杜大宮での進捗状況 

・検討事項 

・面会カード 

・新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため行って頂きたい取組 

・来夢の杜大宮通信（VOL.41） 

・来夢の杜大宮通信（VOL.42） 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 情報提供について 

施設より 

 新型コロナウイルス発症が確認された時の職員配置について意向確認 

した際、職員より周囲からの噂による風評被害が怖いと話があった。 

事実関係は不明だが、実際そのような噂があるのは事実であり、その 

状況に対し職員の恐怖感があることは受け止めなければならない。 

●A氏 

 私もその噂は聞いていますが、噂の渦中にある常陸太田市の方は 

今も同じ職場に勤めており、引っ越しもしておりません。ただ、その 

ような噂が立っていることは事実ですね。 

 法人内の事業所において、新型コロナウイルス感染者であることが 

判明した利用者様がおりましたが、マニュアルに沿って対応し、 

ホームページにも都度情報を開示していました。 

問い合わせが多いことが想定されたため、予測される問い合わせ内容 

への対応を全職員が統一して行えるよう情報の共有を図りました。 

私たちが出来ることは事実を事実としてすべて公表するとともに、 

マニュアルに沿った対応を全職員で行い、対応についても職員に 

よって違いが出ないようにする体制を構築することで、利用者様や 

そのご家族、関係者、地域の方々が少しでも安心できるように努めていく

ことだと思います。 

●B氏 

 クラスターがおきた場合には、隠すのではなく情報開示をすることが 

大事です。 

→（施設） 

 すべての人が感染する可能性があり、また、どこで感染するか分から 

ない状況の中で、そのような偏見があると皆萎縮してしまいますね。 

●C氏 

 誰が感染してもおかしくない病気ですからね。 

② 検討事項について 

●D氏 

この新型コロナウイルス感染症については、お話のあった通り「緊急 

やむを得ず」身体拘束を行うことが認められる要件となる生命に直結 

することから「切迫性」、隔離する方法が居室のみと限られるため 

「非代替性」、入院治療に移行するまでの期間「一時性」の３つの要件 

をすべて満たしている状況であると考えます。 

新型コロナウイルス感染症が発症した際に速やかに入院治療に移行 

できるのが一番ではあるが、感染の拡大状況やクラスターの発生状況 

を考えると病院でのベッドが空いていないことも考えられるので、 

事業所内で対応することも考慮した体制の構築が必要となってくる 

と思います。そのような場面になってからご家族に説明するよりも、 

事前にご家族に説明をしておいた方が良いと思います。 

→（施設） 

分かりました。ご家族に連絡します。 

 


