
 

令和 ４ 年 ５ 月 １８ 日 

地域密着型サービス 
                        

令和４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 ２０人（内訳：常勤 10人 非常勤 10人）（令和４年 5 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 ４ 年 5 月 18 日 （令和 4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    

入居者の家族 あじさいユニット ご家族 出席 

入居者の家族 すずらんユニット ご家族 欠席 

地域住民の代表者 上河合町 副会長 出席 

地域民生委員 上河合町 民生委員 出席 

市町村職員 常陸太田市高齢福祉課 主幹 出席 

地域社協 常陸太田市社会福祉福祉協議会  出席 

地域社協 常陸太田市地域包括支援センター  出席 

地域消防 常陸太田市消防本部 予防課  欠席 

地域駐在所 常陸太田警察署 刑事生活安全課 警部補 出席 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 施設長 出席 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 計画作成担当者 出席 

    

議題 ○来夢の杜太田の現在の運営状況について 

○今年度の事業計画について 

○令和３年度第６回の事業報告 

○令和４年度第１回の事業報告 

○事故報告の詳細について 

○今年度の事故ひやりはっとの取り扱いについて 

○消防計画の説明 

○今後の面会の取り扱いについて 

利用状況 利用者総数１８人 （令和４年５月１８日現在）平均介護度 2.89 稼働率 100％ 

要支援１：０人 要支援２：0人 要介護１：３人 要介護２：４人 

要介護３：６人 要介護４：２人 要介護５：３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４か月又は前回報告以降） 
2月 2日  ＰＣＲ検査 
2月 3日  節分イベント 
2月 4日   新型コロナワクチン追加接種 
2月 4日  災害備蓄品消費日（カレーライス） 
2月 4日  追加ワクチン接種（入居者・職員 30名） 
2月 8日  ＰＣＲ検査（２回目） 
2月 9日  zoom会議 
2月 12日  認知症ケア研究会研修（７名） 
2月 14日  バレンタインお菓子作り 
2月 15日  ＰＥＡＰ研修（２名） 



 

2月 19日  季節を感じるメニュー 
2月 20日  あじさいユニット会議 
2月 24日  すずらんユニット会議 
2月 24日  zoom会議 
2月 28日  行動規範委員会 
3月 1日  来夢の杜太田開設５周年記念 
3月 2日  氷河期世代職場実習受入（1名）～4日 
3月 2日  出張理美容 
3月 3日  ひな祭り会 
3月 3日  監事監査 
3月 7日  入居者誕生会 
3月 11日  ワクチン追加接種（職員 2名） 
3月 14日  しんらいの会面談（入居者 1名） 
3月 16日  ひたちおおみやクリニック終末期ケア契約（入居者
1名） 
3月 18日  消防設備点検 
3月 19日  北海道認知症ケア学会主催研修（zoom研修） 
3月 20日  あじさいユニット会議 
3月 24日  理事会・経営会議 
3月 25日  ラーメン外食（入居者 3名） 
3月 26日  入居者誕生会 
3月 28日  お花見ドライブ 
4月 1日  給湯器付け替え工事 
4月 9日  お花見ドライブ 
4月 12日  お花見ドライブ 
4月 16日  認知症ケア研究会研修 
4月 17日  あじさいユニット会議 
4月 17日  入居者誕生会 
4月 20日  内部研修（終末期ケアについて） 
4月 27日  すずらんユニット会議 
5月 1日  季節を感じるメニュー（春キャベツのポトフ） 
5月 3日  菖蒲湯（～5日） 
5月 5日  母の日イベント 
5月 5日  出張理美容 
5月 11日  経営会議 
5月 15日  季節を感じるメニュー（新じゃがのポテトサラダ） 
5月 18日  身体拘束適正化委員会 
5月 18日  運営推進会議 
5月 18日  内部研修（排泄用品について） 
5月 19日  入居者誕生会 
5月 22日  あじさいユニット会議 
5月 24日  所長会議 
5月 25日  スポーツチャレンジ（春のボウリング大会） 
5月 26日  入居者誕生会 
5月 27日  行動規範委員会 

事故の状況 

 

３件 

令和 4 年 2 月 圧迫骨折 

本人より「ベッドからずり落ちた」と報告があった。腰の痛みの訴えは 

見られたが、歩行に問題なく生活をされていたが、痛みが軽減しなかっ 

たことから受診したところ、第２腰椎の圧迫骨折との診断を受けた。 

ベッド柵などのない木製のベッドを使用しており、ご家族が準備した 

マットレスが柔らかく端座位になった際滑り落ちてしまったと思われる。

現在、ベッド柵の代用品として背もたれのある椅子を配置し、ご家族相 

談のもと敷布団２枚を敷いて寝て頂いている。 

 

令和 4 年 4 月 落薬  

昼食後の床の掃き掃除を行っていた早番職員が、床に錠剤が落ちている 

のを発見した。服薬介助をした場所と発見された場所が違ったことと、 

朝食後の掃き掃除も早番職員が行っていたが、その時には錠剤が落ちて 

いなかったことから、服薬時に口に入らなかった錠剤が服に挟まり時間 

差で落ちたと考えらる。夜勤者が服薬時、錠剤の次に服用してもらう粉 

薬の準備をするため口に入れる瞬間を見ていなかったことが落薬に気が 

付けなかった原因と考えられる。 



 

   

令和 4 年 5 誤薬  

全介助の入居者の食事介助を終え服薬介助を行った際、介助を行ってい 

た早番職員が別な入居者の薬を服用させてしまった。前日の夜間より強 

いせん妄が出現していた入居者がおり一睡もせず興奮している状態が続 

いていた。この日早番職員は出勤直後からこの興奮している入居者の対 

応をしていたが、夜勤職員と早番職員だけでは対応しきれずご家族にも 

来訪してもらい対応をしていた。ご家族に居室で対応していただいてい 

る間に早番職員は食事介助や服薬介助を行ったが、服薬介助の際もこの 

興奮している入居者のことが頭から離れず、全介助の入居者に頭にあっ 

た入居者の薬を服用させてしまった。 

気持ちに余裕がなく、早く終わらせてご家族の様子を見に行かなければ 

という思いから焦ってしまいマニュアル通りに服薬を行わなかったため 

に誤薬をしてしまったと考えられる。 

 

 

ヒヤリハット報告 （１／２６～３／２３） 

ヒヤリハットⅠ ９件  

ヒヤリハットⅡ ４件（内訳：転倒３件・無断外出１件） 

苦情ヒヤリハット  ０件 

（３／２５～５／１７）全 ２６ 件 

ヒヤリハットⅠ ２３件  

ヒヤリハットⅡ ３件（内訳：転倒２件・しりもち１件） 

苦情ヒヤリハット  ０件 

相談・苦情の状況 （直近約４か月又は前回報告以降） 

苦情 ０件 

相談 １０件（入居相談・空き状況の問い合わせ） 

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 本日開催５／１８） 

 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項  

添付資料 令和４年度来夢の杜太田事業計画書 

運営推進会議資料（20220126～20220323） 

運営推進会議資料（20220325～20220517） 

来夢の杜太田通信（VOL.59～62） 

令和４年度 来夢の杜太田内部研修計画 

ひやりはっと１・インシデント報告書記入例 

ひやりはっと２・事故報告書様式 

ひやりはっと２・事故報告書記入例 

服薬マニュアル（旧） 

服薬マニュアル（新） 

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 

 

施設長：今年度新たに委員になられた方もいらっしゃるので、自己紹介と 

いう形であいさつをお願いいたします。（参加者全員自己紹介を行う） 

施設長：すずらんユニットのご家族代表である A 氏と、消防本部の B氏 

については、本日欠席の連絡を受けております。 

 

○来夢の杜太田の現在の運営状況について 

施設長：新年度を迎えて初めての運営推進会議になりますので、来夢の杜 

太田の運営状況を簡単に説明させていただきます。 

   来夢の杜太田は、認知症の診断を受けた方が入居されており、現 

在 18 名満床での運営となっております。平均要介護度は 2.89 

です。職員の状況ですが、現在 20 名の職員が働いております。 

内訳としては男性２名女性 18 名となっております。また常勤職 



 

員は１０名・非常勤職員も 10 名となっており、頭数的には他の 

施設に比べるとたくさん働いている印象が強いかと思いますが、 

来夢の杜太田の非常勤の職員については、勤務時間や勤務日数が 

かなり少ない状況になっております。皆さんそれぞれのご家庭の 

状況にあわせてスポット的に働いている職員もいるためです。そ 

のため 10 名いる非常勤職員の常勤換算数は 3.925 となっており 

ます。資格者についてですが、20 名の職員のうち、１名が正看 

護師です。介護福祉士は１１名おります。その他の職員に関して 

も、ヘルパー２級や初任者研修・実務者研修などを修了した職員 

が働いており、無資格者や未経験といった方はいない状況となっ 

ております。 

 

○今年度の事業計画について 

施設長：今年度の事業計画についてですが、SDGｓを盛り込んだ形の事 

業計画となっているため、文章のあとに四角枠で数字が入ってお 

ります。運営方針についてですが、昨年度来夢の杜太田は離職者 

がおりませんでした。年度末に１名定年退職という形で退職した 

職員はおりましたが、同じメンバーで１年間運営ができたのは開 

設以来初めてのことでした。しかし、職員は様々な悩みや大小そ 

れぞれ不安や不満はあると思います。そのため、職員自身が認知 

症ケアの奥深さや楽しさを感じることが出来ること。職員同士の 

関係性、丁寧に仕事をすること、明文化し業務の効率化を図ると 

いう内容になっています。 

   業務の無駄を省くという内容については、昨年度も取り組んだ内 

   容になっています。 

   介護現場で働く職員は、文章を書くという行為が苦手な職員が多 

   く見受けられます。そのため、さまざまな書類を分かりやすくし 

   たり、複雑にならないように職員の負担にならないような書類作 

成ができるように工夫しているところです。 

   介護職員が本来の自身の業務に集中できる環境を今後も作ってい 

きたいと考えています。 

   来夢の杜太田は、とにかくいじめがない職場です。かと言って、 

職員同士がべたべた仲が良いという意味ではなく、職員同士の足 

の引っ張り合いや陰口を言うなどが見られないという意味です。 

このような働きやすい職場作りは今後も力を入れていきたいとこ 

ろです。 

 

○令和３年度第６回の事業報告 

施設長：昨年度、3 月の会義が中止になっていたため本日資料をお配り 

    します。 

     報告書の内容については、後ほど各自目を通していただきたい 

と思いますが、１点だけ事故が発生しております。 

   （２月に発生した事故について説明を行う） 

 

 

 

 ○令和４年度第１回の事業報告 

○事故の詳細について 

施設長：第１回の資料についてです。今年度に入ってから２件の薬に関 

   する事故が発生しております。（２件の事故について説明を行う） 

   理事長からも法人の監事からも、服薬事故だけは職員の 100％ 

ミスで起きるものだから、これだけは起こさないようしてほしい 

と言われていました。しかし、今年度に入ってからすでに２件の 

事故が起きている今の状況を重く受けております。 

   この２件の事故の他に、先日薬に関するひやりはっとも発生して 



 

いることから、現在使用している服薬マニュアルの見直しを行い 

ました。 

 

○今年度の事故ひやりはっとの取り扱いについて 

施設長：第６回の資料と第１回の資料を見比べていただいた時、ひやり 

はっとの件数に変化があることにお気づきになると思います。 

   第６回の資料では、ひやりハット１は９件・ひやりはっと２は 

4 件でしたが、第１回の資料を見ていただくと、ひやりはっと 

１は 23 件・ひやりはっと２は３件となっており、ひやりはっと 

１の件数が異常に増加していることが分かると思います。 

   この数字だけ見ると、施設の状況に不安を感じられる方もいらっ 

しゃると思いますが、この数字の変化には理由がありますので、 

そのことをこれから説明させていただきます。 

   資料の中に、「介護事故・ひやりはっと・インシデントの定義」と 

いう資料があると思います。これまで、ひやりはっとはひやっと 

したはっとした場合は１を報告するようになっていましたが、報 

告書として情報共有すること自体が職員の負担になっており、口 

頭での申し送りにとどまっている状況がありました。そのためそ 

の時に勤務している一部の職員だけで情報を共有されている状況 

にありました。 

   しかし、今回様式を新たに作り直し、職員が負担なく記入できる 

   ように工夫しました。また情報共有の方法も、職員のロッカール 

   ームにホワイトボードを置き、職員が書いたあと貼りだすように 

しました。これまでのように、記入したあと決裁に回してから 

だと共有するまでに時間がかかってしまうため、リアルタイム 

で共有するためこのようなやり方に変更しました。 

   また、このひやりはっと１を書くということは、職員の落ち度と 

かではなく、しっかり入居者を観察し、周囲をよくみているか 

らこそ気が付くことなので、ひやりはっと１を出すことは決し 

て悪いことではないことを職員に口頭や文書で伝えていった 

ところ、想像していた以上に皆さん積極的に書いてくれる様子 

がありました。。その結果がこの数字に出ているだと思うので、 

この数字は決して悪い数字ではないと思っています。 

   取り組みを始めたばかりなので、もちろんひやりはっと１につい 

ても事前の対策を講じるなどし、数を減らしていかなければい 

けないと思っていますが、今後の状況を見ていきたいと考えて 

います。減らさなければいけないのは、ひやりはっと２や事故 

だと思っています。 

    

○消防計画の説明 

施設長：次の今年度の消防計画について防火管理者より説明させていただ 

きます。 

計画作成担当者：それでは、今年度の消防計画について報告いたします。 

   年２回火災を想定した訓練を行う予定です。現在春と秋に考えて 

   おります。春は６月中旬から下旬。秋は 11 月中に行う予定です。 

   １回は昼間を想定。もう１回は夜間を想定したものを計画してい 

ます。 

   また夏には水害訓練を行う予定です。来夢の杜太田は、避難先が 

   佐竹小学校（現：峰山小学校）になっております。 

   また９月には、各種訓練として防災用品の使い方などの研修を行う 

予定でいます。 

 

○今後の面会の取り扱いについて 

施設長：施設からの報告が続きましたが、今回この運営推進会議で皆様 

   のご意見を聞きたいことがあります。長く続くコロナ禍にあって 



 

現在面会制限をかけているところですが、デルタ株の時には感染 

者が常陸太田市内でも感染者ゼロの日が続き、茨城県内また全国 

的にも感染者がぐっと減った状況がありましたのでそのタイミン 

グでの面会制限解除としました。 

   しかし、現状はゴールデンウィークからしばらく経ちますが爆発 

   的な感染拡大は見られていないもののだらだらと感染者が確認さ 

れている状況にあります。 

   この状況で面会制限を解除してもいいのかの判断に迷っていると 

ころです。運営推進委員の皆さんのそれぞれのお立場で。またも 

し自分が家族だったらという視点での率直な意見を聞かせていた 

だきたいと考えています。C様いかがでしょうか。 

C氏：私にも 103 歳になる義理の母がいて、施設に入っています。 

   しばらく会っていないので、面会できるか確認したところできな 

   いと言われたところ。状況は施設から連絡は来ていますが、やは 

   り会いたいです。前は窓越しに会えて、顔をみることが出来たが 

今はそれもできなくなっている。近くで会えなくてもいいので、 

せめて顔だけでも見せてあげたいし姿をみたいと思っています。 

施設長：お義理母様は、特別養護老人ホームなど大きな施設に入ってい 

   るのですか？県内ですか？ 

C氏：施設の種類は分かりませんが、高萩の施設にいます。 

施設長：ありがとうございました。 

Dさんいかがでしょうか 

D氏：施設などは、会えないところがほとんど。 

   10 日くらいまえに、この先のところでも感染者が出ていて 10 

日くらい隔離生活をしたという話を聞いたが、行政からそのよ 

うな情報はおりてこないし、制限は仕方がないのかなとも思い 

ますが、ご家族のことを考えると何とも結論がでないですね。 

施設長：E さんいかがでしょうか。 

E 氏：私の立場だと、色々な施設の情報を聞きますし参考になるか分か 

   りませんが、お話させていただきます。市内でもデイサービスが 

   併設されている特別養護老人ホームなどについてはかなり慎重な 

   対応をしているような印象があります。デイサービスを利用され 

   ている方のご家族で感染拡大地域に出張で行ったとか、そのよう 

   な連絡はもらうようにしていて、1 週間くらいデイサービスの利 

   用ですら控えてもらっているという話を聞いたことがあります。 

   印象としては、入居系の施設に関しては、緩和の流れにはなって 

   いないと思います。 

   今後、まん延防止措置や緊急事態宣言が出されることはないと思 

   いますから、施設の判断にはなりますがやはり慎重になるべきだ 

と個人的には思います。 

施設長：そうですよね。F さんいかがでしょうか 

F 氏：とても難しい判断かと思います。ご家族はやはり家族が心配です 

し会いたいと思っていると思います。施設からだめですと言われ、

感染のリスクを考えたら、納得するしかないと思います。 

   でも、この面会については慎重にしなければいけないと思います。 

施設長：Gさんいかがでしょうか。 

G氏：難しい問題だと思います。ご家族が会いたいという気持ちはす 

ごく分かりますし、なんとも言えません。 

施設長：ご家族の立場でとなりますので、なかなか難しいと思いますが、 

Hさんどうでしょうか。 

H氏：３年は長すぎます。 



 

    若い人の３年と、お年寄りの３年は違うんです。実際、この３年 

で母の認知症はかなり進行したと思っています。母の姿を見るこ 

とが出来ないのは、正直きついです。会えるなら会いたいです。 

湯田：そうですよね 

   行政の立場でとなると思いますが、Iさんいかがでしょうか 

I氏： 本当にだらだらと感染者が出ている状況です。 

   正直、デルタ株の時のように感染者がなくなるということはない 

ような気がします。かといって、緊急事態宣言やまん延防止措 

置などが今後出るとは思えないので。施設さんの判断に任せるし 

かないです。 

施設長：皆さんの率直な意見聞かせてくださりありがとうございます。 

   With コロナという状況を考えると、このまま面会制限をかけ続け 

るわけにはいかないと思いますし、かといってこれまで、職員や 

職員の家族が感染しないために努力をしてくれていたことを考え 

ると、ここで面会を解除して、感染者を出してしまうという状況 

も避けたいというのが本音です。 

   面会制限を解除するにしても、今までのように居住空間に立ち入 

るというのは難しいと思います。色々なご家族がいて、居室だ 

と飲食をしてしまったりマスクを外してしまうなどの行動がな 

いかの職員の把握ができないので怖い気がします。 

   面会をするにしても、今の制限前のように、事務所のアクリル板 

越しに面会していただくというやり方になるかと思います。 

H氏：事務所は怖いです。 

   万が一、施設内に立ちいって自分が感染させてしまったらと思う 

と、それは怖くてできないです。もう玄関先で構わないんです。 

   アクリル板みたいなものを挟んでで構わないので、玄関での面会 

でいいと思うんです。 

施設長：ご家族の率直な意見ありがとうございました。 

   委員の皆様の意見を踏まえて、今後の面会について結論を出した 

いと思います。 

   おそらく、H 様がお話してくださったような玄関先でアクリル板 

   を挟んでというやり方がいいのかなとは思います。 

   あくまでも面会制限を解除するならという場合ですが。 

 

施設長：皆さん、時間がオーバーしてしまいましたが、貴重なご意見あ 

りがとうございました。 

   これで、令和４年度第１回運営推進会議を終わりにします。 

   次回の運営推進会議ですが、奇数月第３水曜日なので７月 20 日 

となります。次回委員の名簿や開催日程表などお配りしたいと 

思います。 

   今日は長い時間ありがとうございました。 

   今年度もどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 


