
 
 

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 4年度第 1回地域密着型サービス運営推進会議  次第 

 
    日 時：令和 4年 4月 26日（火）１４：００～ 
    場 所：アゼリア会議室 

 参加予定者名（計 13名 うち入居者 1名） 
氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 

蓑田 榮子  様 
（ユニットゼラニウム入居者） 

蓑田 龍雄  様 
（ご長男様） 

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） 

 髙濱 智子 様 
（人吉市元気長生き係） 

假屋 絵利子 様 
（聖心ホームユニットリーダー） 

 

堤 研 
（理事長） 

尾方 洋平 
（施設長） 

馬場 美枝子 
（生活相談員） 

蔀 千絵 
（アマリリスユニットリーダー） 

原口 貴規 
（機能訓練指導員） 

福田 由和 
（管理栄養士） 

  

  
（１） 開 会 
 
（２） 委嘱状交付 
   
（３） 理事長挨拶 

 
（４） 運営推進会議規則の確認                                  【添付資料をご参照ください】 

 
（５） 会議の議題 

≪運営方針≫ 
 地域密着型特別養護老人ホーム アゼリア・デイサービスセンター アゼリア 地域密着型サービス運営推進 
会議 運営方針について                                  【添付資料をご参照ください】 
 
≪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  03月 06日（日）   様（ユニットアゼリア）※看取り介護実施 

04月 04日（月）   様（ユニットゼラニウム）  
入居者   03月 09日（水）   様（ユニットアゼリア） 

04月 07日（木）   様（ユニットゼラニウム） 
  

 【行事報告】 02月 23日以降（前回運営推進会議資料作成日以降） 

 
 
  【面会】 

  ※「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。 

    ２月、３月は人吉球磨地域でも感染拡大が見られた事から、窓を介しての面会を含め全面的に面会を中止さ 

   せて頂いておりました。 

   （但し、見取り介護実施中のご入居者１名に関しては、面会前にご家族に抗原検査を受けて頂く等の対応をした 

   上で面会対応をしました） 

月 日 曜 内   容 部署・ユニット 

3月 

01 日 （火） ユニットおやつ作り  ユニットアゼリア 
05 日 （土） ショートステイ利用者誕生会 ユニットアマリリス 
08 日 （火） 誕生会・おやつバイキング デイサービス 
24 日 （木） 桜の花見 ユニットアマリリス 

4月 
20 日 （水） 誕生会（和田節子様） ユニットアゼリア 
25 日 （木） 誕生会（佐藤キミエ様） ユニットリリー 



 
 

 

  ＜令和 4年 2月時点の面会方法＞ 

  施設玄関窓を介しての面会のみ受け付けております。ご希望される方には必ず事前に予約をして頂き、予約の  

際に面会についての留意点をお伝えしています。 

  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】 03月 20日（日） 定期清掃（業者：環境技研） 
         03月 22日（火） 福祉避難所対応 ロールカーテン取り付け（業者：キングラン） 
         03月 25日（金） 浄化槽清掃（業者：人吉衛生設備） 
            04月 14日（木） グリストラップ清掃（業者：人吉衛生設備） 
            
【寄   贈】 ポータブルトイレ１台  大山戰一様ご家族様 
 
【判定会議】  02月 24日（木）、 03月 04日（金）、03月 24日（木）、04月 04日（月） 
                                        下線引きの日程は臨時判定会議 
【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 70回（令和 4年 4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） 
             
            ※新型コロナウイルス感染症関連 
           ・抗原定性検査の実施 第１回 03月 28日（月）～45名受検 結果全員陰性 
     第２回 04月 04日（月）～45名受検 結果全員陰性 
                            第３回 04月 11日（月）～45名受検 結果全員陰性 
     第４回 04月 18日（月）～44名受検 結果全員陰性 
 

委 員 会 名 開 催 日 
リーダー会議 03/22（火） 04/18（月）  
褥瘡対策委員会 03/01（火） 04/05（火）  

職員会議 03/02（水） 04/06（水） 

環境整備委員会 03/07（月） 04/11（月）  

感染症対策委員会 03/08（火） 04/19（火）  

事故防止・身体拘束廃止委員会 03/09（水） 04/13（水）  

栄養委員会 03/11（金） 04/15（金）  

レクリェーション・広報委員会 03/23（水）   

排せつ委員会 04/22（金）   

運営・研修・衛生委員会 02/28（月） 03/28（月） 04月 25日（月） 
デイ会議 03/14（月） 04/05（土）  
安全対策委員会 03/12（土） 04/04（月）  

会 議 名 開 催 日 
ユニット会議（ｱｾﾞﾘｱ） 03/10（木） 04/08（金）   
ユニット会議（ｾﾞﾗﾆｳﾑ） 03/11（金） 04/05（火）   
ユニット会議（リリー） 03/15（火） 04/14（木）   
ユニット会議（ｱﾏﾘﾘｽ） 03/10（木） 04/14（木）   
C棟合同会議・ｹｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 03/25（金） 04/23（土）   
A棟合同会議・ｹｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 03/25（金） 04/22（金）   



 
 

               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６月まで実施する予定です。 
 
           ・通所職員者で陽性が判明： 
  03月 16日（水）当日通所利用者と通所職員は PCR検査を受けることとなりました。 
                03月 16日（水）～3月 17（木） デイサービス休業 検査結果は、全員陰性でした。 
            03月 17日（水）デイサービス再開となりました。 
 
 
           ・通所利用者で陽性が判明： 
  ０4月 04日（月）人吉保健所と連絡を取り、協議をした結果、当日利用者のうち、同テーブル 
                       であったご利用者２名（食事時マスクを外した状態）のみ接触者として PCR 
                       検査を受検することとなりました。デイサービスは、そのまま営業継続。 
            04月 05日（火）自宅訪問しまして、検体採取、保健所へ提出をしました。 
  04月 06日（水）保健所より、検査結果は陰性との報告を受けました。     
            
         ●アルコールチェックの実施 改正道交法の施行に伴い、アルコールチェックの実施の対象施設 
                                   でしたので、４月１日（金）より、対象職員はアルコールチェックをする 
                                   ようにしました。 
            
  【人   事】  入職：松本宜久（ユニットアゼリア介護職） 
                    福永昌子（ユニットゼラニウム介護職） 

                  吉田愛花（ユニットリリー介護職） 
          退職：渕田展晶（ユニットアゼリア介護職） 
                  椎屋麻紀（調理） 
 

  【資格取得】  介護福祉士国家試験合格   市野京美（デイサービス職員） 
                    

  【外部研修】 
 
 
 
 
 
            
           
 【内部研修】○（令和３年度）第 12回オンデマンド講義「虐待防止に関する理解」 
     03月 02日（水）①14:00～15:00 
  03月 04日（金）②14:00～15:00 
  03月 07日（月）③14:00～15:00 
          03月 08日（火）④14:00～15:00 
             03月 14日（月）⑤14:00～15:00 
                                 受講者計 20名 （残 17名） 
 
          ○令和 4年度）第 1回オンデマンド講義「介護現場で必要な感染管理」 
            04月 04日（月）⓵14:00～15:00 
               04月 06日（水）②14:00～15:00 
               04月 08日（金）③14:00～15:00 
               04月 12日（火）④14:00～15:00 
                              受講者計 21名 （残 15名） 
        
  [通常研修]  「安全対策委員会の役割と情報共有ツールについての理解」（担当：安全対策委員 原口貴規） 
 
【防災関連】   予定：０４月２７日（水）、０４月２８日（木） 消防設備機器説明会（人吉防災） 
 
 

02月 25日（金）  日本ケアサプライ LIFEセミナー（オンライン） 尾方洋平 

03月 03日（木）  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。 



 
 

【事故・ヒヤリハットおよび苦情等】 
   ※ヒヤリハットとは：ヒヤリとしたが予防できた事、事故に至る前に気が付く事でリスクや事故を回避出来たもので 
   す。 

   この「ヒヤリハット報告」によって、日常的な気づきを高める事を目的としています。 
 
〔02月〕事故 

分 類    事 故 合計 2件  
部 署 状 況 内 容 

ゼラニウム 1 表皮剥離 右上腕に表皮剥離。自身で腕を掴まれた際に爪で受傷されたもの。 
【対策】皮膚が弱くなっておられる為、注意。爪切り確認。 

リリー 1 座り込み、転倒 トイレでの排泄後に車椅子へ移乗される時、バランスを崩されてゆっくりと便
座と車椅子との間に座り込まれる。職員が支えたものの支えきれなかった。
外傷や痛みなし。 
【対策】移乗時の姿勢保持、バランス保持をしっかりとおこなう。 

  
〔02月〕ヒヤリハット 

分 類 ヒヤリハット 合計 10件  
部 署  件数 主な事例及び傾向 

アゼリア 2件 自走できる方が自身で動かれる事によるヒヤリハット。リビングや居室内での様子観察をこ
まめに行っていきたい。 

ゼラニウム   2件 ・トイレ移乗介助した職員が次の作業へ移っていた為、入居者がいつもよりトイレに長く座っ
た状態となった。他職員が気付き転倒等にはならなかった。 
・血糖測定日で食事提供せずに待つ必要がある時に、もう少しで食事提供するところだっ
た。 

リリー       1件 ・ナースコールを押さずに動こうとされている。転倒に繋がる恐れ。 
アマリリス  
（ショートステイ）     

2件 ・ソファへの座りが浅くズレ落ちそうになる。 

デイサービス  3件 ・歩行器移動時、立位時のフラツキやよろめき。付き添いの強化、徹底をすること。 

  
〔3月〕事故 

分 類 事 故 合計 5件  
部 署 状 況 内   容 

アゼリア 1 義歯が外れて
喉奥にある 

食事介助中に食べ物の吐き出しがあり、口腔内を確認すると上義歯が外れ
て縦方向になっていた。口腔内奥の方にあったため窒息の危険があった。 

ゼラニウム 1 転落 入浴時ストレッチャー上から足が滑り落ち、支えきれずに座り込まれ、機械に
擦れた箇所に 1ｃｍ四方の擦過傷を形成した。機械浴ストレッチャーの昇降
機能が故障していたことも一因であった。 
【対策】体を支える為のガイド板（柵のような物）を立てた状態で介助をおこな
う。その後間もなく、ストレッチャー昇降機能は修理済み。 

2 表皮剝離 右下腿に表皮剝離を発見。車椅子からベッドへの移乗の際に車椅子のフッ
トレストに当たったものと推測。 
【対策】離床の際にはレッグウォーマーを装着し緩衝の役割を持たせるように
する。 

リリー 1 外傷 爪切りをしていたところ、手を動かされたため爪切りが指に当たり出血。 
【対策】利用者の動きに注意して爪切りをおこなう。 

2 表皮剝離 夜間帯、左上腕に表皮剝離。自身で掻きむしられた為。 
【対策】皮膚の乾燥や掻痒感を軽減するため軟膏塗布、腕カバーを着用。
爪を短く清潔に保つ。また夜間の巡視時の確認を確実に行う（原因や受傷
状況を把握できるように） 

 
〔3月〕ヒヤリハット 

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 ・ナースコールが入居者の手の届くところに置くことが出来ていなかった。それを取ろうと
された場合は転倒の危険がある。 
・尿路バルーンチューブが一時的ではあるがオムツ内で曲がっていた。チューブ内が詰
まる原因となり、それにより体調不良になる恐れがある。 

アマリリス 
（ショートステイ）        

1件 手すり伝いに歩いておられたが、自らゆっくりと床に座りながら寝そべって「しばらくここで
寝かせて」と言われる。認知症のあるご利用者であり気分の落ち込みなどもみられた。
状況によっては転倒に繋がる可能性。 

デイサービス     3件   ・転倒のリスクがある方が車椅子自走しフロア内を動かれていた。気づかなければ車椅
子からの転倒の危険があった。 
・他利用者の対応の為にフロア内の見守りが手薄になる時がある。声掛けを徹底して状
況によっては他職種へのヘルプ要請が出来るように配慮する事で事故を防ぎたい。 



 
 

 
[苦情]なし 

 
【そ の 他】 

   03月 09日（水） 熊本県老施協施設長会議（オンライン） 尾方 洋平 
 
   
    03月 06日（日） 看取り介護 （ユニット アゼリア）  
              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した。ですが、ご家族に 
            限っては、抗原検査を受けて頂いた上で感染対策を十分に行った上で会議室にて面会を 
                していただきました。 
             コロナ禍ではありますが、ご家族とともに多職種連携で看取り介護を実施しました。 
      
（6）予定連絡 

  【行事予定】 

 
（7）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） 

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

 

（8）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） 

                                                                      

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                                                          

（9）その他 
 
 
     
（10）次回の開催予定日の確認    令和 4年 6月 28日（火）午後 2：00～ 
     
（11）閉会 

 

※運営推進会議資料には個人情報が含まれておりますので、取り扱いにつきましては十分にご配慮いただきます様、

お願い致します。 

月 日 曜 内   容 部署・ﾕﾆｯﾄ 

04月 

27 日 （水） 消防設備機器説明会① 全体 

28 日 （木） 消防設備機器説明会② 全体 
28 日 （木） 入居判定会議 全体 
28 日 （木） 診察日（フリー） フリー 


