
 

令和 元 年 ９ 月 ２０ 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 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１０人 非常勤８人）（令和元年９月１8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 １８ 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    

入居者の家族 あじさいユニット ご家族 欠席 

入居者の家族 すずらんユニット ご家族 〇 

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 係長 〇 

地域社協 常陸太田市社会福祉協議会  〇 

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 巡査部長 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 グループホーム来夢の杜太田 ケアワーカー 〇 

議題 ◯1年間の活動記録（スライドショー上映） 

◯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 1８日現在）平均介護度 2.２8 稼働率 91.18％ 

要支援１： 人 要支援２： 人 要介護１：７人 要介護２：４人 

要介護３：４人 要介護４：１人 要介護５：２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） 

7月 29日 セブンイレブン移動販売 

  7月 29日 リーダー会議 

  8月 1日  リーダー会議 

  8月 2日  応急手当普及員講習会（～4日） 

  8月 7日  温泉外出 

  8月 11日 ユニット会議・ケアカンファレンス（あじさい） 

  8月 12日 セブンイレブン移動販売 

  8月 21日 内部研修 

  8月 21日 入居者誕生会 

  8月 21日 労働災害防止研修会 

  8月 22日 常陸太田市グループホーム連絡協議会 

  8月 22日 防火管理者講習会（～23日） 

  8月 23日 夕涼み会 



 

  8月 26日 買い物外出 

  8月 26日 セブンイレブン移動販売 

  8月 28日 ユニット会議・ケアカンファレンス（すずらん） 

9月 1日  ユニット会議・ケアカンファレンス（あじさい） 

  9月 5日  訪問理美容 

  9月 9日  セブンイレブン移動販売 

  9月 11日 道の駅外出 

  9月 12日 実務者研修（～13日） 

  9月 14日 敬老会 

  9月 17日 道の駅外出 

  9月 18日 道の駅外出 

  9月 18日 運営推進会議・身体拘束適正化委員会 

  9月 18日 施設長会議 

9月 18日 内部研修（口腔ケア） 

9月 23日 買い物外出 

9月 28日 訪問歯科診療 

事故の状況 

 

２件 

令和元年 X月 Y日 誤薬  

19時 30分 遅番の職員が、居室で過ごしている入居者に対して就寝薬 

を届けに行くため薬箱から持ち出す際、別な入居者の就寝薬をもって行き、

服用させてしまった。入居者からの別な訴えに気をとられてしまったこと

と、業務に対する慣れから、マニュアルにある持ち出す際及び服用直前の

名前等の確認を怠ったことが原因で起きた。 

 

令和元年 X月 Y日 誤薬  

午前 4 時半、夜勤職員が前日に使用した食事用エプロンを片付けようとし

た際、薬が張り付いているのを発見する。服薬介助をする際は食事用のエ

プロンを外した状態で行うこととされており、また食事用のエプロンは毎

回手洗いをしてから干すことになっている。職員が、その決まりを守らず、

食事用のエプロンを付けたまま服薬介助をしたか、食事用エプロンを洗う

際、きちんと洗わなかったことで起きた服薬事故。 

 

ヒヤリハット報告 （７／９ ～ ９／９）全 １２ 件 

ヒヤリハットⅠ ２件 

（内訳：誤薬 1件・利用者間トラブル 1件）  

ヒヤリハットⅡ １０件 

（内訳：ずり落ち４件・暴力 4件・利用者間トラブル 1件・離施設 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 2件 

炊飯ミス 

入居者より、ごはんの予約忘れや、炊きあがったご飯が柔らかすぎるとい

う苦情相談が入る。 

米と水の量についての指示書が炊飯器前に貼りだされてはいたが、わかり

にくいものとなっていたため、炊飯器に誰がみても分かるように、余計な

説明は書かずに水とお米の量のみを記載するように即日改善をした。その

後、苦情は出されていない。 

利用者間トラブルに関する家族同士の謝罪 

入院中の入居者が施設で生活をされていた際、他入居者とトラブルとなり

後頭部を平手でぶってしまう。頻繁に暴力行為がみられていたため、今後

のリスクを考え状況は伝えておいたほうがよいと判断し、両者ご家族へ連

絡をしたところ、相手方家族が直接謝罪を求める。 

相談 ２件 （ うち入居相談２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 ９／１８ ） 



 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項 ・作成したスライドショーで、1年間の来夢の杜太田の活動記録を報告する。 

・防災改修が 9月 24日～行われる。 

 改修箇所の説明を行う。 

 外壁の付け替え工事が行われるが、歩行者に迷惑が掛からないように行 

 うようにする。また、リフト付きシャワーキャリーが設置される。この 

ことで、これまで浴槽がまたげずにシャワー浴になっていたが、今年か 

ら解消できることになることを説明する。 

・訪問歯科診療が 10月末で終了となる。 

 県立医療大学の先生から情報をもらい、訪問歯科を行ってくれる歯科医を 

探しているが、未だ見つからないことを説明する。 

・買い物外出を毎月第４月曜日に行うこととなった。 

 病院受診の際、必要なものを買うようにしていたが、免許を持たない職 

員が多数いるため、特定の職員に負担がかかっていた。計画的に買い物 

をするようにすることで、それを解消させ、また入居者の外出の機会を 

確保することに繋がらせるという考えを説明する。 

・8月の稼働率が下がっているのは、入院に伴う一時的なものであるが、 

 現在入院中の 1名についても、退院向けた話し合いを進める段階に来 

ている。ただ、外泊中（最終日）に、やはり職員の顔をわしづかみにす 

る様子があり、今後再び職員や他入居者に対しての暴力行為に発展する 

可能性もあり、病院との連携やご家族の協力は必須となる。ご家族が特 

別養護老人ホームの申込みをしていることを説明する。 

・9月 29日に、1名退居予定者がいる。 

 ご自宅に戻ることになっていることを報告する。 

・入院している 2名の方から入居申込みをいただいており、事前調査を 

済ませており、入居に向けて準備を進める予定であることを説明する。 

添付資料 運営推進会議資料（20190709～20190806） 

運営推進会議資料（20190807～20190909） 

来夢の杜太田通信（VOL.2９） 

来夢の杜太田通信（VOL.３０） 

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 

 

・11月に、国・県が主催する防災研修会が計画されている。 

 その時に、今来夢の杜太田が感じている疑問や不安に思っていることが 

少しは解決するかもしれない。 

・地域包括支援センターが主催している「認知症カフェ」だが、参加が数 

人（2名～4名程度）の状況が続いている。 

 認知症カフェに興味があると回答したのは、常陸太田市内事業所で来夢 

の杜太田を含めて２箇所だけだった。 

 地域包括支援センターだけでは、限界を感じており今後興味があると言 

ってくれた事業所と協力して行っていくことを模索している。 

 改めて打ち合わせをする時間をとってもらいたい。 

 

                      以上で会議を終了する。 

 


