
 

令和 ２ 年 ８ 月 ４ 日 

地域密着型サービス 
                        

令和２年度 第 ２ 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 ２０人（内訳：常勤１０人 非常勤８人）（令和２年７月１５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 ７ 月 １５ 日 （令和２年度 第 ２ 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 〇 

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 〇 

地域民生委員 上河合町 民生委員 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協議会  〇 

地域社協 常陸太田市地域包括支援センター  〇 

地域消防 常陸太田市消防本部 消防課 係長 〇 

地域駐在所 常陸太田警察署 刑事生活安全課 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大宮 管理者 欠席 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 計画作成担当者 〇 

議題 ◯中止となった第１回目に委員の方から寄せられた質問について 

◯活動状況の報告 

利用状況 利用者総数１７人 （令和２年７月１５日現在）平均介護度 2.2５ 稼働率 88.89％ 

要支援１：０人 要支援２：0人 要介護１：４人 要介護２：８人 

要介護３：３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 15日 入居者誕生会（お寿司） 
4月 15日 内部研修 
4月 16日 土用の丑の日（うな重） 
4月 17日 施設長会議 
4月 19日 入居者誕生会（牛すき弁当） 
4月 20日 セブンイレブン 
4月 22日 入居者誕生会 
4月 22日 ケアカンファレンス・ユニット会議（すずらん） 
5月 3日  ケアカンファレンス・ユニット会議（あじさい） 
5月 3日  お楽しみランチ（ラーメン） 
5月 4日  セブンイレブン移動販売（注文のみ） 
5月 10日 母の日イベント（バラのプレゼント） 
5月 18日 セブンイレブン移動販売（注文のみ） 
5月 20日 内部研修 
5月 27日 ユニット会議（すずらん） 
6月 7日  お楽しみランチ（バイキング） 
6月 7日  ケアカンファレンス・ユニット会議（あじさい） 



 

6月 13日 入居者誕生会（カレーライス） 
6月 17日 内部研修（介護技術） 
6月 21日 父の日イベント 
6月 27日 消防訓練 
6月 29日 火災通報装置点検 
6月 30日 入居者誕生会 
7月 2日  訪問理美容 
7月 5日  お楽しみランチ（七夕ランチ） 
7月 6日  理事長来訪（～7日） 
7月 7日  開設記念写真撮影 
7月 7日  理事長研修（身体拘束・高齢者虐待） 
7月 13日 セブンイレブン移動販売 
7月 15日 運営推進会議 
7月 15日 身体拘束適正化委員会 
7月 15日 内部研修 
7月 25日 入居者誕生会 
 

事故の状況 

 

１件 

令和 2年 5月 4日 離施設  

普段からご自分で施設内散歩や花摘みをしたりと自由に過ごし、職員が 

あとについたりすると余計興奮する傾向がある。そのため、これまで同 

じような時には施設敷地内を１周歩くと落ち着く様子がみられたため、 

職員はそのまま送りだしている。この時、門扉をしまっていることを職 

員は確認している。 

10分後、職員が外にお迎えに行くと、敷地内に姿なく警察に捜索協力を 

お願いする。その後、警察車両が来夢の杜太田に向かっている途中で、 

本人を発見し保護。門扉は確実に閉まっており、塀とフェンスの間に隙 

間はあるが通り抜けできないことを確認。令和元年 12 月 25日に門を 

乗り越えていることを確認した職員がいたとの申し送りノートの記載は 

あったが全員に周知がされていなかった。 

 

ヒヤリハット報告 （４／１５～７／１４）全 １３ 件 

ヒヤリハットⅠ １１件  

ヒヤリハットⅡ ２件 

（内訳：ずり落ち１件・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 ０件 

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 本日 ７／１５ ） 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項 ○開催にあたり３密を避けるための対応をつたえる 
 ①研修室のはきだし窓から直接出入りすることで、入居者の生活エリア 

に立ち入らないようにする。 
 ②入室時の体温測定とマスク着用 
 ③テーブルの配置を変えることでソーシャルディスタンスを保つ 
 ④会議中窓を開放する 
 
 
○中止となった第１回目に委員の方から寄せられた質問について 
 ①ひやりはっとで火傷が２件とありますが、どのような状況で火傷を 
  負ったのか 
  →カウント間違いで火傷の件数は１件であったことをまずは説明。 
   当該ユニットの計画作成担当者より、お茶の時間にお茶を提供し 
   たところ、入居者自身がマグカップを倒してしまいお茶が内もも 

にかかり赤みがでてしまった。お茶は冷めた状態で提供していた 
ため病院に行くような状況ではなかったことを説明する。 

 ②拒薬の方に対する対応はどうしているか。食事に混ぜて投薬すること 
  はしないのか。人権問題があるのでしょうか。 



 

→拒薬や吐き出しのリスクが高い入居者については、順次粉砕しは 
ちみつに混ぜて対応している。 

 服薬はマニュアルにおいて、これから服薬をすることを伝え本人 
の了解をもらったうえで介助しています。服薬はあくまでも自己 
決定によるものであるべきで、無理に飲ませないことが基本とな 
ります。 

 よって、食事に混ぜて服薬をさせるという行為は虐待とみなされ 
る行為であるという捉え方をしていることを説明する。 

 
○コロナウィルス感染予防のために行っていることを伝える。 
 職員の出勤時の手洗いの徹底 
 職員の出勤時の体温測定 
 生活エリアの次亜塩素酸による消毒の徹底 
 行動メモの記入 
 など 
 
○コロナウィルス感染者が出た場合の具体的マニュアルの策定が進んで 
 いないため、早急に整備しなければならないことを説明 

 
○5月末より職員の急な退職や病気治療による退職が続き、シフトが組め 
ない状況になってしまった。現在北海道より応援職員が１名住み込みで 
働いてくれていることを説明。 

 その後、人員が補充され予定通り７月 18日に北海道に帰ることを説明 
する。 

添付資料 令和２年度運営推進委員名簿 
令和２年度運営推進会議日程 
運営推進会議資料（20200415～20200617） 
運営推進会議資料（20200618～20200714） 
来夢の杜太田通信（VOL.39） 
来夢の杜太田通信（VOL.40） 
社会福祉法人幸清会の概要 
新型コロナウィルス感染症対応策について 
新型コロナウィルス感染者対応の心得 
社会福祉法人幸清会 行動メモ 

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 

 

○コロナウィルス感染症による自粛などが始まって以降、常陸太田市内で 
運営推進会議を開催したのは、来夢の杜太田が最初である。 

 ３密を避けて会議を開催するための対応策等について、他事業所に情報 
提供したい。（写真を撮っていかれる） 
 

 


