
 

令和 元 年 ５ 月 ２２ 日 

地域密着型サービス 
                        

令和元年度 第 １ 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太田 

所在地 茨城県常陸太田市上河合町１５２７－１ 

担当者名・連絡先 施設長  湯田 愛 TEL ０２９４－８０－６５４９ 

従業者 従業者総数 １８人（内訳：常勤１２人 非常勤６人）（令和元年５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 元 年 ５ 月 ２２ 日 （令和元年度 第 １ 回） 

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   － 

地域住民の代表者 上河合町 副会長 欠席 

地域民生委員 上河合町 民生委員 欠席 

地域協力者 セブンイレブン上河合店 店長 欠席 

市町村職員 常陸太田市高齢福祉課 主幹 〇 

地域社協 常陸太田市社会福祉福祉協議会  欠席 

地域消防 常陸太田市消防本部 消防課 係長 欠席 

地域駐在所 常陸太田警察署 警部補 〇 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 施設長 〇 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 管理者 〇 

施設職員    

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 １６ 人 （令和元年５月１日現在）平均介護度 2.44 稼働率 88.9％ 

要支援１： 人 要支援２： 人 要介護１：４人 要介護２：４人 

要介護３：６人 要介護４：１人 要介護５：１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） 

4月 1日 法人入社式出席 1名 

4月 4日 訪問理美容 

4月 4日 夜桜（西山公園） 

4月 7日 あじさいユニット会議・ケアカンファレンス 

4月 9日 セブンイレブン移動販売 

4月 9日 お花見（辰ノ口親水公園） 

4月 11日 内部研修 

4月 14日 入居者誕生会 

4月 15日 ユニット会議・ケアカンファレンス（すずらん） 

4月 16日 認知症介護実践者研修講師 1名、受講 1 名、（～19日） 

4月 22日 入居者誕生会 

4月 23日 セブンイレブン移動販売 



 

4月 24日 お花見第 2弾（静峰公園・八重桜） 

4月 27日 訪問歯科診療（エンゼル歯科クリニック） 

5月 1日  体重測定 

5月 1日  時代を繋ぐ幕開け祭（新元号祝い） 

5月 2日  訪問理美容（JB1） 

5月 4日  土用の丑の日 

5月 5日  ユニット会議・ケアカンファレンス（あじさい） 

5月 7日  竜神峡こいのぼり外出 

5月 9日  竜神峡こいのぼり外出 

5月 10日 入居者誕生会 

5月 13日 実務者研修教員講習会受講 1名（～15 日） 

5月 14日 マジックショー（地域ボランティア） 

5月 15日 内部研修 

5月 20日 県民の森 外出レク 

5月 22日 運営推進会議・身体拘束適正化委員会 

5月 25日 訪問歯科診療（エンゼル歯科クリニック） 

5月 28日 認知症介護実践研修実習報告会 1名 

5月 28日 認知症対応型サービス事業管理者研修受講 1名（～29日） 

5月 28日 実務者研修教員講習会受講 1名（～29 日） 

5月 31日 ラーメン外食 

5月 31日 入居者誕生会          

 

事故の状況 

 

3件（うち２件については、ＭＲＩ検査の結果、骨折ではなかった） 

①平成 31年 3月 X日 右大腿骨頸部骨折（変形性股関節症） 

２月初旬より、右股関節の痛みの訴えが続いていたが、痛みの訴えが頻 

回になったため、受診をしたところ大腿骨頸部骨折との診断がでる。そ 

の後、ＭＲＩ検査を行ったところ、骨折ではなく変形性股関節症である 

ことが分かる。年齢的なことや、１日中施設の中を歩いていたために股 

関節の軟骨がすり減っていったことや、介助時の方向転換をする際に負 

荷がかかっていたことが痛みの原因と思われる。現在、歩行は難しく車 

いす対応となっている。 

②平成 31年 4月 Y日 服薬忘れ 

昼食後に飲んでいただくはずだった風邪薬を飲ませ忘れてしまう。風邪 

症状があり、追加で処方された薬であったため、昼食後に薬があるとい 

う認識がなかったことと、食事の終了時間が会議が始まる時間とかぶっ 

てしまったため、会議の準備に気をとられてしまい、服薬確認を怠って 

しまったことが原因。追加処方がある場合には、確認表の訂正だけでな 

く口頭の申し送り薬箱に追加処方がある旨を記載し、意識できるように 

工夫することや、会議の準備等については余裕をもって行うようにする 

ことで同じ事故が起きないようにする。 

③平成 31年 4月 Z日 腰椎圧迫骨折（打撲） 

午前３時、布団に寝ている体勢から、自身でポータブルトイレを使用し 

ようとした際、しりもちをつかれる。午後になって痛みの訴えがつよく 

なったため、病院受診をしたところ、腰椎圧迫骨折と診断されたが、の 

ちにＭＲＩ検査を行ったところ、腰椎圧迫骨折ではなく打撲と診断され 

る。現在、痛みの訴えなく生活されている。入居して〇日目と、施設で 

の生活に慣れていなかったことや、これまでは尿器を使用していたため、

ポータブルトイレの使用に慣れていなかったこと。また、布団からポー 

タブルトイレへの移乗が難しかったことが原因と思われることから、 

現在は、ベッドでの生活に変更し、安全に使用していただけるようにな 

っている。 



 

ヒヤリハット報告 （３／２８ ～ ５／１０）全 ６件 

ヒヤリハットⅠ ５件 

（内訳：利用者間トラブル 1件・誤薬２件・転倒２件）  

ヒヤリハットⅡ １件 

（内訳：転倒 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 ４件 （ うち入居相談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 本日 ５／２２ ） 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項  

 

 

添付資料 運営推進委員名簿 

平成 30年度事業報告書 

令和元年度事業計画書 

運営推進会議資料（20190328～20190410） 

運営推進会議資料（20190411～20190510） 

来夢の杜太田の理念 

来夢の杜太田係活動 

来夢の杜太田通信（VOL.25） 

来夢の杜太田通信（VOL.26） 

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 

 

・今年度予定されている「徘徊捜索模擬訓練」については、茨城県地域 

 ケア推進室が主導で、過去に常陸太田市と日立市が捜索模擬訓練を実 

 施したことがある。常陸太田警察署としても、協力できることがある 

と思うので、声をかけてください。 

 

以上で会議を終了する。 

 


