
 
 

地域密着型特別養護老人ホーム アゼリア 
（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）     

令和 3年度第 6回地域密着型サービス運営推進会議  次第 

 
    日 時：令和 4年 2月 22日（火）１４：００～ 
    場 所： アゼリア会議室 

 参加予定者名（計 12名 うち入居者 1名） 
氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 

溝口 トミカ 様 
（ユニットリリー入居者） 

溝口 洋子様 
（次男嫁様） 

渡 良衛 様 
（蟹作町内会長） 

右田 忠幸 様 
（蟹作町老人会長） 

浦野 員生 様 
（蟹作町民生委員） 

宮原 茉莉 様 
（人吉市介護保険係） 

堤 研 
（理事長） 

尾方 洋平 
（施設長） 

馬場 美枝子 
（生活相談員） 

稲田 亜希子 
（リリー ユニットリーダー） 

原口 貴規 
（機能訓練指導員） 

福田 由和 
（管理栄養士） 

  
（１）開 会 
   
（2）理事長挨拶（省略）  
    
（3）現況報告 
【利用者の状況】…生活相談員 馬場 美枝子               

  入居者・短期入所者・通所利用者等                          【添付資料をご参照ください】 
 
【入退居】 退居者  １２月２３日（木） 川邊 尚武様（ユニットゼラニウム）  
       入居者  １２月２９日（水） 桑原 ナルミ様（ユニットゼラニウム） 
  

 【行事報告】 12月 21日以降（前回運営推進会議資料作成日以降） 

 
 
  ※「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止のため、ご利用者への面会について感染状況に応じて制限を 

  させて頂きながら対応しております。今後も感染状況を確認しながら随時、面会方法や行事実施について 

  協議検討をしていきたいと思います。 

 

【家族等面会状況】 
 

 

 

  ※アゼリアでは、新型コロナウイルス感染拡大防止の目的で面会制限をさせていただいております。 

  【令和 4年 2月時点の面会方法】 

 人吉球磨で感染者が確認されて以降２週間は、窓を介しての面会も含めて全面的に面会中止としております。  

 感染者が確認されず２週間が経過すれば、それ以降は（再度 感染が確認されない場合）面会者が人吉球磨  

 在住の方に限って、ガラス越しの面会のみ可能とする事としたいと考えております。 

月 日 曜 内   容 部署・ユニット 

12月 
25 日 (土) クリスマス会（アマリリス） アマリリス 
25 日 （土） 行事食 クリスマスメニュー 全体 

1月 

01 日 （土） 行事食 おせち料理  全体 
07 日 （金） おやつバイキング デイサービス 
10 日 （月） 初詣（アゼリア） 車中からお参り アゼリア 
14 日 （金） 初詣（ゼラニウム）車中からお参り ゼラニウム 
14 日 （金） 誕生会（田端ハツヨ様、大山戰一様、中村達子様、江藤ミヨ子様） アマリリス 
18 日 （火） 誕生会（速永シマエ様） ゼラニウム 
20 日 （木） 誕生会（山崎マスエ様） アゼリア 
24 日 （月） 誕生会（宗村香様） リリー 
27 日 （木） 誕生会（那須登志子様） ゼラニウム 

2月 

03 日 （木） 節分の豆まき 全体 
10 日 （木） 誕生会（上村嘉照様、西林安子様、地福典子様） アマリリス 
14 日 （月） バレンタインおやつ作り アゼリア 
20 日 （日） 誕生会（湯本ニシエ様） アゼリア 
22 日 （火） 誕生会（新宮俊輔様） リリー 

月 アゼリア ゼラニウム リリー アマリリス 計 

12月 22 名 14 名 17 名 1 名 54 名 

01月 1 名 8 名 2 名 1 名 12 名 



 
 

   今後も感染状況及び周辺施設の対応を参考にしながら、ご入居者とご家族の絆を絶やすことがないように検 

 討していきます。 

 

【地域交流】 

 施設利用：ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰｲｽﾐ本店 出張販売 ： 新型コロナウイルス感染拡大防止のため『中止』 
  施設慰問：太極拳教室： 新型コロナウイルス感染拡大防止のため『中止』 

 
【環境整備】 01月 14日（金） A棟・C棟特浴機械点検（業者：酒井医療） 
         01月 19日（水） 受水槽清掃（業者：環境技研） 
         01月 25日（火） 眠りスキャン設置（Ｃ棟 業者：パラマウントベッド） 
            02月 02日（水） 水質検査（業者：環境技研） 
            02月 14日（月） グリストラップ清掃（業者：人吉衛生設備） 
 
【寄   贈】 なし  
 
【判定会議】  12月 23日（木）、 01月 27日（木） 
 
【各委員会】 

○サービスの質の向上への取組みとして毎定期的に実施 

      
○ユニットケア推進のための各自会議を開催 

 
【広 報 誌】第 69回（令和 4年 2月発行）                                       【添付資料】 
 
【健康管理】  ○嘱託医往診：火曜日（堤病院 岩下裕一医師）、木曜日（九日町診療所 堤悦朗医師） 

○歯科医往診：火曜日（今藤歯科医院 今藤ひとみ歯科医師 山元徳子歯科衛生士） 
            2月は感染拡大防止の観点から訪問歯科診療は中止。 
            ※新型コロナウイルス感染症関連 
           ・新型コロナウイルスワクチン接種３回目（入居者 18名） 1月 20日 
           ・新型コロナウイルスワクチン接種３回目（職員 38名）   1月 24日～2月 10日（堤病院） 
           ・抗原定性検査の実施  第 1回 2月 07日（月）～44名受検 結果全員陰性 
     第 2回 2月 14日（月）～44名受検 結果全員陰性 
             注）熊本県から高齢者施設を対象に感染拡大防止のため、その従事者に対して抗原定性 
                  検査の実施の案内を受け、施設としては受検することとしました。今現在、検査結果では 
              陽性者はおりません。今後あと 2回実施する予定です。 
           ・01月 29日（土）通所利用者で陽性が判明、保健所と連絡を取り、当日利用されていた利用 
           者と通所職員は PCR検査を受けることとなりました。 
            1月 31日（月）～2月 1日（火） デイサービス休業 検査結果は、全員陰性でした。 

委 員 会 名 開 催 日 
リーダー会議 01/17（月） 02/21（月）  
褥瘡対策委員会 01/11（火） 02/01（火）  

職員会議 01/05（水） ２月は感染症拡大防止のため、中止 

環境整備委員会 01/10（月） 02/07（月）  

感染症対策委員会 01/18（火） 02/08（火）  

事故防止・身体拘束廃止委員会 01/12（水） 02/09（水）  

栄養委員会 01/14（金） 02/11（金）  

レクリェーション・広報委員会 01/26（水）   

排せつ委員会 02/18（金）   

運営・研修・衛生委員会 12/27（月） 01/31（月）  
デイ会議 01/06（木） 02/14（月）  
安全対策委員会 01/07（金） 02/10（木）  

会 議 名 開 催 日 
ユニット会議（ｱｾﾞﾘｱ） 01/15（土） 02/14（月）   
ユニット会議（ｾﾞﾗﾆｳﾑ） 01/19（木） 02/14（月）   
ユニット会議（リリー） 01/10（月） 02/12（土）   
ユニット会議（ｱﾏﾘﾘｽ） 01/13（木） 02/11（金）   
C棟合同会議・ｹｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 12/22（水） 01/25（火）    
A棟合同会議・ｹｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 12/22（水） 01/25（火）   



 
 

            2月 2日（水）デイサービス再開となりました。 
 
【人   事】   入職：なし 
          退職：なし 
                    

 【外部研修】 
 
 
 
 
 
            
           
           
          
               
           
    
 
 
 
 
 
【内部研修】○第 10回オンデマンド講義「施設の安全管理のポイント」 
              01月 07日（金）①14:00～15:00 
              01月 08日（土）②14:00～15:00 
              01月 11日（火）③14:00～15:00 
              01月 12日（水）④14:00～15:00 
              01月 13日（木）⑤14:00～15:00 
                                 受講者計 31名 （残 11名） 
 
         ○第 11回オンデマンド講義「介護における挨拶と対人援助の論理」 
              02月 02日（水）⓵14:00～15:00 
              02月 07日（月）②14:00～15:00 
              02月 09日（水）③14:00～15:00 
              02月 18日（水）④14:00～15:00 
                              受講者計 17名 （残 21名） 
        
  [通常研修]  なし 
 
【防災関連】   02月 14日（月） 消防設備機器点検（業者：人吉防災） 
 
【事故・苦情等】 
〔12月〕 

分 類    事 故 合計 5件  
部 署 状 況 内 容 

ゼラニウム 1 表皮剥離 右膝外側に表皮剥離を発見。ベッド枠やポータブルトイレなどに接触した可
能性あり。元々、剥離しやすい方である為、ハイソックスを履いていただき緩
衝材となるよう対応していたが剥離が形成されていた。 
【対策】現在のハイソックスに加えてレッグウォーマーなどで保護する。 

リリー 1 打撲 額に内出血があり時間の経過により腫れてきた。トイレで立ち上がられる時、
介助時にトイレ手摺等に額をぶつけられたか、もしくは臥床時にベッド手摺に
ぶつけられたものと推測するが詳細は不明。皮膚が弱く少しの衝撃でも内
出血を起こしやすい。 
【対策】手摺に緩衝材となるよう、クッション性のものを巻き、万が一ぶつけら
れても怪我に至らないように対応する。 

2 座り込み、転倒 居室前を通ると床に座られている所を発見する。どうしたのか尋ねるとトイレ
を済ませベッドに戻る際、足に力が入らず座り込んだとのこと。原因としては
裸足だったため滑ったとのではないかと推測。 
【対策】トイレへ行かれる際は靴を履いていただきコールをしていただく。 

アマリリス 1 座り込み、転倒 居室で普段着からパジャマへの更衣の状況。訪室するとベッドサイドの床に

01月 18日（火）  介護事業者のための BCP作成セミナー（オンライン） 原口 貴規 

01月 24日（月）  介護事業者のための BCP作成セミナー（オンライン） 尾方 洋平 
01月 25日（火）  令和３年度介護報酬における LIFE研修会 尾方 洋平 
01月 26日（水）  あいおいニッセイセミナー ICT 尾方 洋平 
01月 28日（金）  認知症介護基礎研修（オンライン）① 阿南 あや（ユニット介護職） 
01月 29日（土）  認知症介護基礎研修（オンライン）② 阿南 あや（ユニット介護職） 
02月 03日（木） 認知症介護基礎研修（オンライン）③ 阿南 あや（ユニット介護職） 
02月 05日（土）  県栄養士会研修「嚥下機能の低下した高齢者の栄養管理」福田由和 
02月 06日（日）  認知症介護基礎研修（オンライン）④ 阿南 あや（ユニット介護職） 
02月 08日（火） 損保ジャパン ふくしの保険セミナー  尾方 洋平 

経営セミナー 尾方 洋平 
02月１４日（月） 
 

認知症介護基礎研修（オンライン）⑤ 阿南あや（ユニット介護職） 
 

※「認知症介護基礎研修について」 令和 3年度報酬改定により資格を有さない介護職員につ
いては、本研修を受講させることが義務化されました。（令和 6年 3月 31日までは経過措置） 
よって、受講対象者を選定し、順次受講させていくこととしました。研修はオンラインのため、勤
務に合わせて、負担のない程度で分割して受講しております。 



 
 

座り込まれているのを発見する。外傷等なし。ベッドへ腰掛ける際、浅く腰
掛けられパジャマのズボンを上げる際にズレ、座り込んだものと思われる。  
【対策】ベッドへ腰掛ける際深く腰掛けて頂くよう説明し、細めな訪室を行
う。                                              

デイサービ
ス 

1 表皮剝離 入浴にて、洗身が終わりシャワー浴を行っていると左前腕に表皮剥離を発
見する。臀部を洗う際スタッフが前から抱え上げるが、シャワーキャリーのア
ームレストは当たらない様に上げていた。臀部を洗って座って頂き、アーム
レストを下げた後ご自身で腕を乗せた際に擦ってしまって剥離が発生した可
能性が高い。 
【対策】協力動作で自ら動かれることがあり、全ての動作を把握するのが難
しい。少しの接触でも剥離に繋がってしまうことを改めて念頭に置き、介助に
当たる。 

  
〔12月〕 

分 類 ヒヤリハット 合計 6件  
部 署  件数 主な事例及び傾向 

ゼラニウム   2件 ・新入居者のハンガーラック作成中にポールが外れ、人に当たりそうになった。 
・内服薬の飲み忘れを防止する為に一人一人がマニュアルの確認・声出し確認をするこ
とが重要だと感じた。 

リリー       2件 ・車椅子を自操にて行動される入居者様の所在の把握と行動に注意する。 
アマリリス      1件 ・車椅子を自操される利用者が自身でベッドに移ろうとされていた。見守りの強化が必要と

思われる。 
デイサービス  1件 ・車椅子からのズレ落ち恐れ 車椅子の方の普段の姿勢に気を付けていく。 

  
〔1月〕 

分 類 事 故 合計  1件  
部 署 状 況 内   容 

デイサービス 1 転倒 他ご利用者の入浴後水分補給の対応中、後方より「ドタッ」と音がし振り向くと、車
椅子から転落され、床に右側を下にして倒れられていた。車椅子自走にて、テー
ブルより左へ方向転換し前へ進もうとした際、前のめりに転倒されたと思われる。 
【対策】フロアーにいる職員間での声かけや見守りを強化する。車椅子の高さやサ
イズなどの見直しを検討する。 

 
〔1月〕 

分 類 ヒヤリハット 合計  5件  
部 署  件数 主な事例及び傾向 

アゼリア       2件 同じ利用者の似たようなヒヤリが続けて起きているので見守り強化を行う 
リリー        2件 車椅子へ移乗後ズレがあったため、移乗時は座位を保てるよう深く座っていただく。 
デイサービス     1件   内服薬重複の恐れ。来設時に確認する様徹底する。  

 
 
【そ の 他】 

   01月 19日（水） 人吉市地域ケア会議（書面会議） 
   02月 03日（木） 看取り介護 開始（ユニット アゼリア） ※個人情報保護の観点からお名前は省略させて 
                                                   いただきます。 
               面会制限中のため、ご家族の方に看取りがお願い出来ない状況です。ですが、ご家族に 
              限っては、感染対策を十分に行った上で会議室にて面会をしていただいております。コロナ禍 
              の状況ではありますが、ご家族とともに多職種連携で看取り介護を行っていきたいと思ってい 
              ます。 
     
（４）予定連絡 

  【行事予定】 

 
 
 
 

月 日 曜 内   容 部署・ﾕﾆｯﾄ 

12月 

24 日 （木） 入居判定会議 全体 

24 日 （木） 診察日  
25 日 （金） C棟合同会議 C棟 
25 日 （金） 日本ケアサプライ LIFEセミナー  
26 日 （土） A棟合同会議 A棟 
28 日 （月） 運営・研修・衛生委員会 全体 



 
 

 
 
 
 
 
（５）運営推進会議による評価（ご家族・委員より施設の取り組みについて評価をお願いします） 

 

   別紙にご記載をお願いいたします。                                               

 

 

（６）要望、助言、意見等（ご家族・委員又は職員より発言をお願いいたします） 

 

   別紙にご記載をお願いいたします。                                                                    

 

                                                                                                            

（７）その他 
 
      
（８）次回の開催予定日の確認    令和 4年 4月 26日（火）午後 2：00～ 
     
（９）閉会 

 


