施設長

看護師

栄養士

相談員

介護主任

記録者
相談員

会議名

大野和幸園

運営推進会議

令和 2 年 7 月 29 日

開催年月日

(水)

大野町会長様
青森市おおの地域包括支援センター
会議参加者名

Ａ様

オンブズマン Ｂ様
入居者家族様、
経営参与、施設長、介護主任、生活相談員

議題

１．R1 年度事業報告

２．入所状況

３．入居申し込み状況

４．行事について

５．入居者様・ 施設状況 ６．参加者様より

１．R１年度事業報告
〔１〕入居者の状況
・入退去状況は 13 名。一昨年度と比べて 3 倍強の人数。平均年齢 88.5 歳、平均介護度 4.11、1 日
平均 27.9 人、稼働率 96.2％。退居者 13 名中、看取り介護提供者 10 名。
・ショートステイ稼働率は 86％にとどまった。
〔２〕援助全般
・高級感を維持しながら設えを整備。利用者の落ち着いた居場所の確保に取り組んだ。
・跳ね上げ式車椅子の増台・スライディングシートを活用、「ノーリフティング」ケアに取り組んだ。
〔３〕各種委員会・研修他
・安全管理委員会：市への事故報告:骨折２件、打撲 1 件、誤薬１件
・感染症防止委員会：退院した翌日にインフルエンザ確認 1 名（再入院対応）
他ノロウイルス等の感染症発症 0 件。
・身体拘束廃止・高齢者虐待防止委員会：対象者 0 件。
・褥瘡防止委員会：形成者 10 名 園外:3 名 園内:7 名
園内形成者 慢性関節リウマチで足の指が変形。治癒と再発を繰り返している。6 名は看取りケア
対象者。重症化なく、発赤レベル。
・施設内外の研修参加継続：県に喀痰吸引等事業所の登録を行い、喀痰吸引等の研修を 2 名修了。
〔４〕その他
・業務の削減実施。時間換算で 1 時間以上の削減。
・有休休暇消化率の向上。
R2/3/31 在籍職員の、10 日以上有休消化した事業所平均 67%。

２．入居状況
○長期入居

＜6 月＞6/30 付

在籍 29 名

入退居:0 名
入院日数:14 日 稼働率 98.4%

平均介護度 4.2

＜7 月＞7/28 付 在籍 29 名
入退居:0 名
入院日数:16 日 稼働率 98.2%

平均介護度 4.2

○短期入所
＜6 月＞
1 日平均利用者数 9.2 人

利用実人員 11 名（女性 11 名）

→SS 新規：2 名 6/3～入居待ち SS 利用（軽費老人ホーム和幸園より）
6/30～入居待ち SS 利用（在宅より）
SS 終了：1 名 6/17 永眠、SS 終了
＜7 月＞（7/28）
1 日平均利用者数 9.7 人

利用実人員名（男性 1 名、女性 10 名）

３．状況報告
・コロナ関係
6/8~条件付き（マスク着用・体温測定・10 分間前後・ご家族限定等）の面会制限解除・外出行事再開。
遠方のご家族を対象に「スカイプ」使用してリモート面会実施。
7/18 ねぶた交流会等、外出行事では、開放感に溢れた表情をされていた。
コロナ禍で避難訓練実施（6/25 職員のみシュミレーション実施、6/30 緊急連絡網訓練実施）
・事故関係
転倒・骨折の事故報告
92 歳 要介護 4 の女性

認知症を有する入居者。6/28・20:30、センサー感知にて訪室した際、

布団を持ちながら立っていたが、バランスを崩して転倒。その時点で腫脹はないものの痛み確認。
翌日 9:30、村上新町 HP 受診し、レントゲン・CT・MRI 実施。大腿骨転子部骨折の診断。ご家族と
病院で落ち合い、嘱託医指示にて、市民病院受診。担当医より OPe 勧められ、実施。医療連携パス
にて 7/15 リハビリ目的で村上新町 HP 転院。家族の希望で 7/17 退院され、ADL 等に変化なく、入院
前とお変わりなく過ごされている。
※KP/長男様より連絡あり「認知症も有り、高齢なので、少しの衝撃でも骨折するのは理解してい
ます。ご迷惑掛けます。」と聞かれた。
・7/9、感染管理認定看護師・扇谷 Ns による「新型コロナウィルス感染症対策」の研修を実施。
次回:9 月予定。
・地域ケア会議に泉管理栄養士が初めて出席。今後も対外的な活動に参加させていく。
8 月、栄養士の実習受け入れ（青森中央短期大学）。
・7/18、和幸保育園・菱友会のねぶた交流会に利用者 5 名参加。喜ばれていた。
・7/23、利用者・職員のみで「夏祭り」開催。
・7/23、燃えないゴミによる事故発生。（BOX に入らなかった為手で押した際に裂傷。3 針縫合）
・本日 PM、利用者の方々の結核検診実施予定。健診センターから検診車来園。※29 名対象
４．入所申し込み状況

新規入居申込者 5 月：6 名
申込待機者

6 月：5 名

計

11 名

110 名 ※適宜、整理

５．行事予定について
＜6 月・7 月＞ 行事報告
・6/4 感染症に関する研修・6/11 ひだまりの会
・6/12、6/13 ドライブ

・6/20 お楽しみ会（ホットケーキ作り）

・6/25 にじの会
・7/2 ひだまりの会 ・7/3、7/10 かき氷
・7/16 にじの会 ・7/18 ねぶた交流会 ・7/23 夏祭り
＜8 月＞ 行事予定
・8/5 ひだまりの会

8/27 にじの会

・8/29 法人大運動会
６．出席者より
○経営参与より
7 月に入り青森市で新たな発症者が出たことで、また状況が変わってきました。法人としても理事
としても、その都度話し合いをしているが、あまりギチギチしすぎて生活の場が生活の場でなくな
ることは避けたいと考えている。最低限のことを守って頂きながら、利用されている方が生活しや
すい施設を目指していかなれければいけない。その中で、どうしても矛盾するところは出てくると
思うが、前向きに考えていければと思っています。
法人大運動会についても、現状開催に向けて実行委員会が動いていますが、会場予定となっている
マエダアリーナの都合もある為、予定通りにいかないかもしれない。出来ることなら、各施設、事
業所から利用者さんたちが集まって、子供たちと一緒に楽しみたいなと考えています。
○町内会長様より
夏休みに入り、今年もラジオ体操が始まっています。例年同様 300 人ほどの子供たちが参加、近く
の町会では若干ですが自粛している所もあり、その町会の子供たちも一緒に参加しているような状
況です。（8 月 12 日までの予定）
敬老会の開催についてはこれから検討する所です。75 歳以上の対象となる方は 50 名ほどおりま
すが、実際の参加は 10 名ほどとなると思います。いずれもコロナの状況を見ながらですが。
○おおの包括支援センター様より
6 月から認知症カフェやロコトレを再開していましたが、新たな発症があり 7 月より中止となって
います。状況を見ながら開催を検討していきます。
施設入居の相談が多くなっています。最近は有料老人ホームの空きも少なくなってきました。
緊急のショートスティの利用も空きを探すことが困難な状況です。
→大野和幸園の待機者も現状多数となっていますが、優先順位や入居時期のタイミングなども
ありますので、ぜひご相談下さい。
ショートスティについては、緊急時の利用に備え、可能な限り事前のお試し利用や定期利用を

お勧めします。利用する側、受ける側にとって安心な方法だと思います。
○オンブズマン様より
久しぶりに来園できて、皆さんの元気な顔をみることができてうれしく思っています。
寝たきりで、反応が乏しい利用者とも意思疎通はできていますか？
→言葉での返答が難しい方でも、あいさつや声掛けに対し、目線を下さったり、表情に変化が
見られることがあります。特に家族のご面会の際には、普段と違った表情や反応が見られる
こともあります。これらが職員のモチベーションとなる場面も多々あります。
○入居者家族様より
コロナが発症して半年～１年になります。このような状況下においても、しっかりお世話して頂き
感謝の気持ちでいっぱいです。まだまだ先が見えない状況ではありますが、頑張って頂きたいと思い
ます。

以上

次回運営推進会議予定
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