
令和元年度 第 1 回 特別養護老人ホームささえ・グループホーム港町合同 

運営推進会議報告書 

 

日時   令和元年 5 月 22 日（水） １４：００～１５：００ 

場所   相馬町市民館 

参加者 

地域包括支援センターみちのく               

港町町会長                        

西門町町会長                       

相馬町町会長                       

特別養護老人ホームささえ  入居者ご家族        3 名 

              施設長            

              生活相談員          

              介護支援専門員        

              機能訓練指導員兼看護師    

              さくらユニットリーダー    

              ひまわりユニットリーダー   

グループホーム港町     管理者            

 

（報告内容） 

１．行事報告（ささえ便り参照） 

 4 月 24 日に桜川周辺へドライブに出掛けました。ちょうど満開の時期でとても綺麗に咲

いており、皆さま喜ばれていました。そして今年もプランターに花や野菜の苗を植えました。

昨年失敗したさつま芋は地植えをしてみました。 

 

２．ユニットリーダーの紹介（さくらユニットリーダーに就任した職員より挨拶） 

さくらのユニットリーダーとなりました。皆様に安心して過ごして頂けるように頑張りま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

３．入居者様の状況 

 5 月 22 日現在、27 名。平均介護度は 4.2、平均年齢は 83.5 歳です。 

 

４．待機者数  

5 月 22 日現在 31 名。 

 

 



５．事故報告、ヒヤリハット 

4 月はヒヤリハット 2 件、事故報告 6 件。薬のセットミスはホチキス止めしてあったもの

をダブルチェック時に発見。事故は、厨房で窯に米と水を直接入れてしまっていたものや、

外出から帰って来た入居者様の肘に表皮剥離と出血があり、砂もついていた為、ご家族に電

話をして転倒等の確認をするも転んではいないとのことでした。 

 5 月はヒヤリハット５件、事故報告７件。セットが不十分で肉禁者へ提供する可能性があ

った。また、お粥とご飯を炊く窯のセットミスで朝食提供の時間が少し遅れてしまったなど。

また、下膳された食事形態の違う他者の食事をつまんで食べてしまい、すぐに気づいた為に

口からだしてもらったなどがあります。 

対策をたてているのに事故は減らない為、もう一度見直さなければならないと話し合って

います。 

 

６．研修と今後の予定について 

 内部研修は 4 月に感染症、事故防止について、5 月はユニットケアについておこないまし

た。外部へは 5 月に施設職員としての心構え、高齢者の理解と対応の研修にいっています。

また、5 月 18 日には地域ケア会議に参加しました。 

 今後の行事として 6 月はドライブ、7 月はねぶたを予定しています。 

 

７．職員の動向 

 新規職員が 4 名入社。 

 

８．その他 

 施設長 

「30 年度は 13 名の入居者様がお亡くなりになっており、稼働率は 95%でした。 

  待機者も連絡をしてみると実際は半分ほどがお亡くなりになってしまっています。 

  今後は稼働率をあげていきたいと考えていました。」 

 

 「石木クリニックが 6 月 3 日にオープン予定です。浅虫の石木医院の医師 2 名が診察を 

  行います。当分の間は午後のみ、月～金で診察予定です。町会の回覧板にもお知らせを 

  入れたいと思っています。」 

 

 「以前、石木先生が浅虫のヘルシーインというホテルを経営していましたが、観光客の 

減少により利用客も減ったために閉店しました。このホテルを現在サービス付き高齢

者住宅に改修しています。元気な方を対象としているので、4 階にある大浴場はそのま

まにしています。」 

 



「浅虫では町おこしの一環で、今年大学を卒業した女性が町おこし協力隊として東京

から来てくれました。今は石木先生が育った築百年以上の古民家に住んで町おこし

の活動をしています。今後はこの地域でもささえと港町も交流して地域貢献も行っ

ていきたいと思っています。」 

 

港町町会長 

「回覧板は港町が 30 部、相馬町が 32 部、西門町が 30 部用意して頂ければ良いです。

今年の港町町会ねぶたは 7 月 29 日が相馬町、30 日が合浦方面を回る予定です。青森

ねぶたには 8 月 2 日、3 日出陣します。今年は港町町会ねぶた 30 周年の年ですので、

お力添えよろしくお願い致します。」 

 

地域包括支援センター 

「地域包括支援センターでは『かだるカフェ』という集まりを行っています。今年度は

毎月第 2 火曜日に相馬町地域市民館で開催いたしますので、ご都合がよろしければ

是非ご参加ください。」 

 

９．次回開催日 

次回は令和元年 7 月 24 日（水）14：00～開催予定です。 



令和元年 第 2回 特別養護老人ホームささえ 

 

運営推進会議報告書 

 

日 時 令和元年 7月 24日（水）15：00～15：30 

場 所 特別養護老人ホームささえ さくらユニット 

参加者                          

  地域包括支援センターみちのく             1名 

  西門町町会長                     1名 

  相馬町町会長                     1名 

 入居者                        2名 

  入居者ご家族                     6名 

施設長 

生活相談員 

介護支援専門員 

機能訓練指導員兼看護師 

さくらユニットリーダー 

ひまわりユニットリーダー 

             

＜報告事項＞ 

1.行事報告（ささえ便り参照） 

   今年も中才自動車様の工場にてバラの鑑賞をさせてもらいました。バラの香り

が漂い入居者さんも喜ばれていました。昨年、裏に植えてもらったバラも枝を増

やしてフェンスに這い花を沢山つけてくれています。また、6月にオープンした  

  石木クリニック前にも置かれ健診の時にも鑑賞することができました。 

   春にプランターに植えた野菜のキュウリやトマトの収穫も始まっています。石 

木先生も野菜の様子を気にされ見に来てくれています。 

 6月 3日に港町に石木クリニックがオープンしました。入居者や職員の健康診 

断や体調不良時の受診で利用しています。石木クリニックやグループホーム港町 

と連携して地域貢献を行っていきたいと思っています。 

 医務からのお知らせです。『熱中症予防』について、対策その 1は暑さを避け 

る。そのためには、室内では扇風機やエアコンで温度調節します。遮光カーテン 

の使用も有効です。外出時は日傘や帽子の使用と日陰を利用してこまめな休憩が 

必要です。また、身体の蓄熱を避けるために通気性の良い衣類の着用。保冷剤の 

利用も有効です。対策その 2、こまめに水分補給をとることです。喉の渇きがな 

くてもこまめな水分補給が大事です。汗が出るので、塩分を含んだ水分補給が必 



要です。 高齢になると暑さや水分不足に対する感覚機能が低下します。暑さに 

対する調整機能も低下しているので特に注意が必要となります。 

 

2、入居者さんの状況について 

  7月 22現在で 28名となっています。女性 22名、男性 5名です。平均介護度

は 4.2、平均年齢は 80.8歳です 

。 

3、待機者数は現在 32名です。 

 

4、事故報告とヒヤリハットについて 

  6月のヒヤリハットは 6件。厨房内で 3件、医務内でのセットミスが 1件、

入居者がベッドに座っていたのは 2件で同一の入居者です。座る姿勢も安定は

していますが、歩くことや車椅子へ一人で移ることは身体の機能的に出来ない

状態です。事故報告は 3件。臀部の表皮剥離が 1件、水疱が 1件はお風呂の際

に発見しています。貼り薬が 2枚貼られていたこともありました。お風呂は全

身の皮膚の状態を確認できる場にもなっています。さり気なく確認し対応出来

るようにしています。 

  7月は事故報告が 1件。ベッドの横に座っていたということが夜勤帯であり

ました。「夢を見ていた」と話されています。ケガはありませんでした。  

 

5、研修について 

内部研修は 6月『接遇とコミュニケーション』について。7月『認知症のケ

ア』について施設内で勉強しました。 

外部研修は 5/28衛生推進者養成講習 1名、6/5チームワーク向上プログラム

2名、6/12認知症介護基礎研修 1名、6月から喀痰吸引等研修 4名が参加してい

ます。ささえでは看護師が夜勤に入っていません。そのため、夜間吸引が必要

になった場合にすぐに対応することができない状況です。喀痰吸引の研修に参

加後試験に合格すれば来年度から介護職員も吸引の対応が出来るようになりま

す。 

  地域ケア会議は 6/8、7/20どちらも看護師 1名が参加しています。 

 

6、今後の予定 

  8月 17日は納涼会を行います。地域の方にも参加して欲しいのでチラシを配

布します。 

 

 



7、その他 

 施設長「浅虫の旅館だったヘルシーインの改修工事は 8/31で終了となり、サー

ビス付き高齢者住宅として今秋オープン予定です。介護を必要としない

方を対象としています。4階の大浴場からは海が見え眺めも良いです。 

先程、港町町会のねぶたの囃子の方々が来てくれ演奏をしてもらいまし

た。7/29の夜は駐車場にねぶたが来てくれます。沢山の入居者さんに見て

もらいたいと思っています。7/30と 8/2は職員が跳人で参加します。」 

    



令和元年度 第 3回 特別養護老人ホームささえ 

運営推進会議報告書 

 

日時 令和元年 9月 25日（水）15：00～15：40 

場所 特別養護老人ホームささえ さくらユニット  

参加者             

  地域包括支援センターみちのく          1名 

  入居者                     1名 

  入居者ご家族                  4名 

  施設長                      

  生活相談員                    

  機能訓練指導員兼看護師              

ひまわりユニットリーダー                                  

栄養士                      

 

（報告事項） 

 1.行事報告（ささえ便り参照）  

   7 月 24 日にねぶた囃子の演奏会がホールで行われました。大人 3 名、子

供 13名、付き添いの大人 4名が来られました。入居者の目の前で跳ねなが

ら演奏をしてくれ涙を流しながら喜ばれている方もいました。今年は入居

者のご家族にもお知らせを事前に行い 2 名の参加がありました。入居者か

らお礼のお菓子が子供達へ手渡しされ交流も持てました。 

7 月 29 日には港町町会のねぶたがささえの駐車場まで今年も来てくれま

した。昨年より多くの入居者が参加され、迫力あるねぶたや演奏をみて自然

に体が動いて「ラッセラー」と大きな声が聞こえていました。入居者一人ひ

とりに握手をして回ってくれた子供がいて嬉しそうでした。また、職員も地

域の一員として 7 月 30 日と 8 月 2 日の 2 日間化け人や跳人として港町ねぶ

たの運行に参加させてもらいました。 

   8月 17日に納涼会を行いました。入居者家族 15名が参加しています。そ

の他、近隣住民 20件に事前にチラシを配っており、それを見た 1家族 6名

も参加してくれました。炭で焼いたお肉や焼き鳥、とうもろこしはとても美

味しかったと好評でした。流しそうめんも恒例となりつつあり、入居者や家

族、職員も一緒に楽しみました。今年は「輪投げ」「ヨーヨー釣り」も行っ

ています。 

   9月 16日は敬老会を行いました。家族が 16名参加されました。皆で美味

しく弁当を食べる事ができました。長寿の方への表彰や、職員の余興は二人



羽織、入居者の詩吟やリズム体操や歌などが行われました。 

   納涼会や敬老会の計画を介護職員が色々考えて実行してくれました。ク

リスマス会も楽しみにして下さい。 

2、入居者さんの状況について 

  9月 23日現在の入居者数は 29名で、女性 24名、男性 5名となっています。

平均の介護度は 4.4、平均年齢は 84.4歳です。 

3、現在の待機者数は 35名です。 

4、事故報告、ヒヤリハットについて（9月 23日現在） 

  8月のヒヤリハットは 3件です。 

・臨時薬の下剤のボトルが薬のケースに入れたままのことがあり、間違えて

服薬する可能性がありました。 

・車椅子からベッドへの移乗介助の際に入居者さんが床に落ちてしまいそ

うになったことがありました。 

・ナースコールを手に持っていたいと強く希望され、枕の下を通していたが

首周りに移動してしまっていたことがありました。 

 8月の事故報告は 2件です。 

・左手背の表皮剥離があり、車椅子の肘置きに手を置かれサイドテーブルに

挟んだ可能性があります。 

・トイレ内での転倒がありました。ケガはありません。 

9月のヒヤリハットは 1件です。臨時薬のことを服薬チェック表に記載して

いなかったことがありましたが、申し送りがされていたため服薬忘れはなか

ったです。 

9月の事故報告は 5件ありました。 

・トイレ内での転倒がありました。ケガはありません。 

・右前腕の表皮剥離がありました。 

・車椅子からの転落があり額にコブができました。 

・ベッドから床へのずり落ちがありました。ケガはありません。 

・牛乳寒天を手作りした際に寒天の量を間違い硬いものを提供してしまい

ました。 

5、避難訓練について 

   夜間厨房から出火したという想定で訓練を行いました。避難時間は 10分

30 秒。職員の真剣な態度が避難時間の短縮につながっていました。普段の

介助の癖で靴を履かせてしまっている職員もいましたが、非常時は履かせ

ている場合ではありません。来月は水害を想定した避難訓練を行う予定で

す。 

 



6、家族アンケートについて（別紙参照） 

   アンケートの結果をまとめました。自由記述欄への記述も多くありまし

た。職員の名前がわからない方もいるのでわかるように対応していきたい

です。今回のアンケートを参考にサービスをしていき満足していただける

ようにしていきます。 

 

7、研修について 

   内部研修は 8 月「褥瘡について」、9 月「虐待と身体拘束について」勉強

会を行いました。外部研修は 7 月「介護記録の理解と実践」、9 月は「喀痰

吸引の指導者研修」「感染症、食中毒の予防及び蔓延防止について」「リスク

マネジメントの考え方について」「薬剤耐性菌の感染対策について」それぞ

れ学んできています。今後勉強会で伝えていく予定です。 

 

8、職員の動向について 

   5月 常勤看護職員 2名、非常勤介護職員 1名退職。 

   6月 常勤介護職員 1名、非常勤介護職員 1名採用。 

 7月 常勤看護職員 1名採用。 

 8月 夜間業務員 1名が環境整備員に業務変更。76歳の元気な職員です。 

 9月 夜間業務員 1名採用。常勤介護職員 1名退職予定。 

 

9、利用料金の変更について 

  10月からの消費税率引き上げに伴う介護報酬改定により、利用料金が変更 

  になります。郵送等にてお知らせします。 

 

10、今後の予定 

  10月、11月はドライブと紅葉狩りを予定しています。 

 

11、その他 

 施設長「石木クリニックには中々患者が来ませんが、ささえの入居者の健康管

理にはとても役立っています。浅虫にオープンするサービス付き高

齢者向け住宅は 10月中旬頃に内覧会を行う予定です。  

次回 11月はグループホーム港町と合同開催予定です。」 

 

 



令和元年度 第 4 回 特別養護老人ホームささえ・グループホーム港町合同 

運営推進会議報告書 

 

日時   令和元年 11 月 27 日（水） １４：００～１５：００ 

場所   相馬町市民館 

参加者 

地域包括支援センターみちのく              1 名 

西門町町会長                      1 名 

相馬町町会長                      1 名 

特別養護老人ホームささえ  入居者ご家族        1 名 

              施設長            

              生活相談員          

              介護支援専門員        

              栄養士            

              ひまわりユニットリーダー   

グループホーム港町     管理者           1 名 

              入居者ご家族        2 名 

（報告内容） 

１．行事報告（ささえ便り参照） 

  10 月から天気を見ながら紅葉狩りのドライブに浅虫の蛍湖、月見野、合浦公園や佃方

面の銀杏並木など出かけています。入居者の「ソフトクリーム食べたい」という要望に

も応えてゆ～さで購入して食べてもらったり、「服が買いたい」という入居者さんとラ

セラで服を買いに出かけたりしました。 

  インフルエンザにご注意ください。11 月 8 日付で青森市が流行期に入ったと発表があ

りました。小柳・佃・筒井の小学校で流行っているようです。ささえでは 11 月から感

染症対策を行っています。食品の持ち込みの禁止やマスク着用などをご家族に協力の

お願いをしています。職員もマスク着用や手洗いを徹底し感染の媒介者にならないよ

う注意しています。入居者と職員のインフルエンザ予防接種は 11 月中旬までに終了し

ています。予防接種を行うことは、感染してしまったとしても症状が軽症で済むことが

多いので、まだ行っていない方は是非行って下さい。石木クリニックでも対応していま

す。 

２．入居者様の状況 

11 月 26 日現在の入居者数は 26 名で、女性 23 名、男性 3 名となっています。平均介

護度は 4.4、平均年齢は 84.3 歳です。 

３．現在の待機者数は 30 名です。 

 



４．事故報告、ヒヤリハットについて 

  10 月はヒヤリハットが 1 件ありました。ホールに置かれた加湿器が倒れたことがあり

ました。入居者様がぶつかったと考えられますがケガはありませんでした。 

５．研修について 

  内部研修の 10 月は「水害想定の避難訓練について」「介護記録について」、11 月は「感

染症について」の勉強会を行いました。 

  外部研修の 9 月は「認知症の方の意思決定支援について」、10 月は「プライバシー保

護、倫理及び法令遵守、認知症の理解とケアのあり方、身体拘束、成年後見制度につい

て」、11 月は「接遇とコミュニケーションについて」「口腔ケアについて」「高齢者の尊

厳ある暮らしについて」それぞれ学んできていました。 

  地域ケア会議に 10 月と 11 月に参加しました。 

 

６．職員の動向について 

  10 月は常勤看護職員 2 名、非常勤介護職員 1 名採用されました。常勤看護職員 1 名退

職になりました。  

７．今後の予定 

  12 月 22 日にクリスマス会、1 月は新年会を行います。 

８．その他 

 施設長   「何か質問などはありませんか？」 

 相馬町町会長「水害について、この地区は海に近いので高潮の影響も考えなければいけな

い。今年の台風 19 号ではある特養が被害に合い 2 階に避難したため全員

が助かったという事例がある。ささえは 2 階がないためどうするのか。一

番近い建物は合浦団地。市に聞きに行けばいい。市にも真剣に災害対策を

やってもらいたい。」 

 介護支援専門員「今回、水害の避難訓練を行う前に相談に行きました。危機管理課に行く

よう教えてもらいました。合浦団地は 1 次避難場所ではないということ

を言われ、1 次避難場所になっている『みちぎんドリームスタジアム』ま

での避難訓練を行いました。」 

 相馬町町会長「必要時には窓ガラスを割って鍵を開けてでも安全な場所に避難する。命を

守るという計画を立てなければいけない。しっかりした計画をたてるた

めには国の指導が必要。」 

 施設長   「分かりました。相馬町町会長にも助言を頂きながら計画を立てていきたい

と思います。次回は 1 月 22 日の予定です。」 

  

 



令和元年度 第 5 回 特別養護老人ホームささえ・グループホーム港町合同 

運営推進会議報告書 

 

日時   令和 2 年 1 月 22 日（水） １４：００～１５：００ 

場所   相馬町地域市民館 

参加者 

地域包括支援センターみちのく              1 名 

西門町町会長                      1 名 

相馬町町会長                      1 名 

特別養護老人ホームささえ  入居者ご家族        4 名 

施設長           1 名 

              生活相談員         1 名 

              介護支援専門員       1 名 

              機能訓練指導員兼看護師   1 名 

              栄養士           1 名 

グループホーム港町     管理者           1 名 

              入居者ご家族        2 名 

港町町会長                       都合により欠席 

 

（報告内容） 

１．行事報告（ささえ便り参照） 

 ・クリスマス会 

  恒例のマリア様によるツリー点灯式に始まり入居者様とスタッフが時間をかけて練習

したハンドベルの演奏などの余興が行われました。余興の際には急な声掛けにも関わ

らず快く参加して下さったご家族様もおり大変感謝しております。お弁当には普段は

あまり提供できないお刺身などもありました。みんなで楽しめる会になったのではな

いかと思います。 

 ・大晦日 

  ささえ特製のおせち料理を提供させていただきました。煮〆、だて巻き、なます、栗き

んとん等色々な種類のおかずが並びました。「腹いっぱいだ」と喜んでいただきました。 

 ・新年会 

  令和 2 年になって初めての行事です。お米で作ったお餅もどきを利用した甘～いお汁

粉を食べて、かるたや福笑い等のゲームも行い 1 年の初めを笑顔で過ごしていただけ

たのではないかと思います。今年も様々な行事で楽しい 1 年を過ごしていただきたい

と思っております。 

 



２．入居者様の状況 

 １月２１日現在 

 現在２８名、女性が２５名、男性３名となっています。 

 平均介護度は 4.4 平均年齢は 85.3 歳です。 

 29 名が定員となっており 1 つ空きがありますが後日入居予定となっております。 

 

３．待機者数  

1 月 21 日現在３２名となっています。 

 

４．事故報告、ヒヤリハット 

 1 月 21 日現在の状況です。 

 12 月の事故は 1 件で車椅子への移乗時にフットレスに右足があたり赤くなった。 

           これはそのまま経過観察し問題ありません。 

 1 月の事故は 1 件でトイレ介助時にバルーンカテーテルが抜けてしまった。看護師が不在 

          の時間であったため、医師へ報告し朝まで様子観察となりました。 

          翌日バルーンカテーテル留置し体調不良等ありませんでした。 

    インシデントは 1 件で肉禁の入居者にベーコン入りの副菜が配膳されていることに

介護職員が気付きたインシデントです。肉禁とは言っても 

アレルギーではなく肉類が嫌いで禁食にしている方で提供前 

だった為代替品を提供しています。 

 

５．嗜好調査について（別紙参照） 

 調査期間は令和元年 10 月 1 日から 10 月 10 日です。対象者は経管栄養以外の 25 名です。 

 聞き取りは厨房職員と介護職員によって行いました。前回よりも質問の項目を増やして 

 聞き取りを行っています。味付けや量などに関してはほとんどの方がちょうど良いと回

答しています。麺類が好きという回答が多かった為、今後も献立に麺類を取り入れていき

たいと思います。取り入れて欲しい物には寿司、お菓子、おでん、ステーキ、厚焼き玉子、

野菜炒め、漬物、カレーライスなどがありました。お寿司に関しては困難であるため、行

事などのお弁当で楽しんでいただければと思います。「品数が多い」「かたい」といった回

答もあったので満足してもらえるように改善していきたいと思います。刻み食やミキサ

ー食の方が多いですが、個人の嚥下や咀嚼状態に合った食事対応を今後もしていきたい

と思っています。いただいたご意見は、今後の食事の参考にさせていただきます。 

 

 

 

 



６．研修について 

 内部研修 12 月に事故防止対策について、1 月にプライバシー保護、個人情報保護につ

いての研修が行われました。 

 地域ケア会議には 12 月と 1 月に参加しています。 

 

７．職員の動向 

 1 月に常勤職員 1 名採用すでに勤務に入っています。常勤介護職員 1 名が今月末で退職と

なる予定です。 

 

８．今後の予定 

 2 月は節分会、3 月はひな祭り会を行う予定です。 

 

９．その他 

施設長 

「インフルエンザは流行っていないですか？」 

みちのく包括 

「インフルエンザ警報は解除になっていません。ウイルスの保菌は大人 5 日くらいですが

子供の場合はもっと長いそうです。そのため、体調の悪い方の面会は避けています。」 

施設長 

「去年の今時期は大変でした。職員の家族がインフルエンザに感染した時は、タミフルを予

防投与し対応を行っていました。施設に出入りする業者が後からインフルエンザに感染

したということを聞き、驚いたこともありました。ささえでは非常用電源の設置を行いま

す。補助金を受ける事が出来、浅虫の石木医院でも補助金を頂き設置します。これで停電

時も暖房等の確保が可能となりました。港町の皆さんも停電になったらささえに避難し

て下さい。2 月にはささえで監査を受けることとなっており、開設から短い期間で 3 回受

けることになりますが、これが終われば一段落となりそうです。港町に開院した    

石木クリニックですが患者さんが増えず今後どうするか先生も悩んでいました。私たち

は近くに病院がある事で、職員の健診や、入居者の健診など浅虫まで行かずに済むので良

いのですが…」 

西門町町会長 

「国道から海側に内科はないので助かりますが、午後だけの診察となるとやはり厳しいと

思います。」 

施設長 

「そうですよね。皆さん通院は午前に済ませたいですよね。午前やるとか、遅くまでやると

か考えなきゃダメかもしれません。」 

「次回の開催は 3 月 25 日です。お疲れ様でした。」 



令和元年 嗜好調査結果 

 

【目的】 

入居者様の嗜好やご意見を今後の食事作りに反映させる。 

 

【調査方法】 

１、調査期間：令和元年１０月１日～１０日 

２、対象者：経管栄養（４名）以外の入居者２５名 

３、方法：厨房職員と介護職員による聞き取り 

 

入居者内訳 

食種 主食 人数 計（名） 

常食 
ご飯 １ 

１ 
おかゆ ０ 

一口大 
ご飯 ３ 

５ 
おかゆ ２ 

刻み食 
ご飯 １ 

５ 
おかゆ ４ 

極刻み食 
ご飯 ０ 

５ 
おかゆ ５ 

ミキサー食 
ごはん ０ 

９ 
おかゆ ９ 

 

【結果】 

①主食（ご飯、おかゆ）の量について 

  ちょうど良い：２０名  多い：４名  少ない：１名 

②主食（ご飯、おかゆ）のかたさについて 

  ちょうど良い：２１名  かたい：２名  やわらかい：０名 

  その他：２名（ミキサー粥がゆるい時がある１名、ご飯を希望１名） 

③主食（ご飯、おかゆ）の温かさについて 

  ちょうど良い：２３名  熱い：０名  冷たい：１名  

その他：１名（冷めている方がいい） 

④副食の品数、量について 

  ちょうど良い：１９名  多い：５名  少ない：１名 

⑤副食のかたさについて 

  ちょうど良い：２２名  かたい：２名  やわらかい：１名 



⑥副食の味付けについて 

  ちょうど良い：２３名  濃い：１名  薄い：１名 

⑦副食の温かさについて 

  ちょうど良い；２３名  熱い：０名  冷たい：０名 

  その他：２名（その時による１名、感じない１名） 

⑧汁物（みそ汁、すまし汁、スープ等）の味付けについて 

  ちょうど良い：２３名  濃い：０名  薄い：０名 

  その他：２名（ミキサーの汁がゆるい時がある１名、感じない１名） 

⑨汁物（みそ汁、すまし汁、スープ等）の温かさについて 

  ちょうど良い：２２名  熱い：１名  冷たい：０名 

  その他：２名（熱いのはだめ１名、感じない１名） 

⑩パンは好きですか 

  どちらでもない：１０名  好き：１３名  嫌い：２名 

⑪麺類は好きですか 

  どちらでもない：５名  好き１９名  嫌い：１名 

⑫麺類で何が好きですか（複数回答） 

  ラーメン：７名  そば：４名  うどん：９名  そうめん：４名   

焼きそば：０名  スパゲティー： 

  その他：全部好き３名、津軽そば名 

⑬飲み物は何が好きですか（複数回答） 

  お茶：９名  コーヒー：９名  牛乳：２名  紅茶：０名  ジュース：４名 

  その他：ヨーグルト１名 

⑭果物は何が好きですか（複数回答） 

  りんご：８名  バナナ：６名  オレンジ：２名  キウイ：１名  みかん：６名 

  その他：何でも好き４名、いちご１名、メロン１名、さくらんぼ１名 

⑮魚料理と肉料理はどちらが好きですか 

  魚料理：１４名  肉料理：４名 

  その他：どちらも嫌い１名、どちらも好き５名、無回答１名 

⑯魚の中で何が好きですか（複数回答） 

  鮭：６名  ほっけ：１０名  赤魚：３名  さば：３名  あじ：１名 

  さんま：２名  かれい：３名  たら：３名 

  その他：全部好き２名 

⑰献立に入れてほしいものは何ですか 

  寿司、お菓子、おでん、ステーキ、厚焼き玉子、野菜炒め、漬物、カレーライス 

⑱意見、要望があったら教えてください 

  ・満足している 



  ・あまりおいしくない（他の所と同じ） 

  ・食材のそのままの方が良い 

 

【考察】 

  前回と同様にほとんどの項目について満足していると答える方が多かったです。 

 少数ですが、「品数が多い」「かたい」などと答える方がいたので、満足してもらえるよう 

 に改善をしていきたいです。 

 温かさはほとんどの方に満足していただけているようなので、今後もちょうど良い温度

で提供できるように続けていきたいです。 

  前回の嗜好調査の際に、「麺類を献立に取り入れてほしい」との意見があったため、去

年よりも麺類を献立に取り入れるようにしています。今回の調査結果でも麺類が好きと

答える方が多かったので、今後も取り入れていくようにします。 

  刻み食やミキサー食の方が多いですが、個人の嚥下や咀嚼状態に合った食事対応を今

後もしていきたいと思っています。 

  

  頂いた意見は、今後の食事に参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございまし

た。 

 

 



令和元年度 第 6回 特別養護老人ホームささえ 

運 営 推 進 会 議 

 

日時 令和 2年 3月 25日（水） 14：00～15：00 

場所 相馬町地域市民会館（港町 3丁目 5-15） 

 

(議題・報告内容) 

1．行事について（別紙参照） 

2．入居者さんの状況（3/24現在） 

  現在 27名（女性 23名 男性 4名） 

  平均介護度 4.4 

  平均年齢  84.7歳 

3．待機者数 

  現在 35名 

4．事故報告、ヒヤリハット 

  １月 ヒヤリハット ・ミキサー食の方に提供されたおかずのミキサーが荒かった。 

             食べる前に気付き新しい物を提供。 

     事故報告 ・トイレ介助時にバルーンカテーテルが抜けてしまった。 

           出血等なく経過している。 

  3月 ヒヤリハット ・車椅子を利用している方が一人で歩いている所を発見。 

             すぐに駆け付け付き添い怪我等はなし。 

     事故報告 ・厨房職員が厨房内で転倒し怪我をした。 

           環境整備を行った。 

5．避難訓練の実施 

  3/18夜間を想定した避難訓練を実施。 

6．研修 

  内部研修 2 月 施設での虐待防止と権利擁護について（外部講師を招いて実施） 

       3 月 避難訓練 通報訓練 消火器使用訓練 

7．職員の動向 

  3月 常勤介護職員 1名 常勤看護職員 1名退職。 

8．今後の予定 

  4月 観桜会(ドライブ) 

  5月 藤狩り 

9．その他 

 

上記内容で運営推進会議進行予定でしたが、新型コロナウイルスの感染予防の観点に

より中止となりました。 


