
令和 2年度 第 1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 5月 27日（水） 14：00～15：00 

場所 特別養護老人ホームささえ さくらユニット 

 

(議題・報告内容) 

1．行事について（別紙ささえ便り参照） 

2．入居者さんの状況（5/25現在） 

  現在 28名（女性 24名 男性 4名） 

  平均介護度 4.4 平均年齢 84.5歳 

3．待機者数  現在 36名 

4. 相談員変更について 

 ・令和 2年 6月 1日異動により特別養護老人ホームささえ相談員が福田千穂に変更 

となります。 

5．事故報告、ヒヤリハット 

  ・4月 

事故報告 0件 

     ヒヤリハット 3件 

     ・車椅子利用の方が一人で居室から歩いて出て来ていた。転倒はなかった。 

     ・ミキサー用のブレンダーにラップが絡んでいたので作り直した。 

     ・冷凍庫の扉が開いており中の物が溶けていた。溶けた物は処分した。 

  ・5月（25日現在） 

     事故報告、ヒヤリハット 0件 

6．研修 

  ・4月内部研修 感染症・リスクマネジメントについて 

  ・5月内部研修 ユニットケアについて 

  ※外部研修については新型コロナ感染症の影響で中止となっている。 

7．職員の動向 

  ・4/1～新さくらユニットリーダー就任 ・4/25厨房職員（正職員）退職 

・4/31厨房職員（パート）1名異動 ・4/11～厨房職員（正職員）入社 

  ・5/18～介護職員（正職員）入社 

8．今後の予定 

  ・6月ドライブ ・7月納涼会 

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。 



令和 2年度 第 2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 7月 22日（水） 14：00～15：00 

場所 特別養護老人ホームささえ さくらユニット 

 

(議題・報告内容) 

1．行事について（別紙ささえ便り参照） 

2．入居者さんの状況（7/20現在） 

  現在 29名（女性 25名 男性 4名） 

  平均介護度 4.4  平均年齢 84.1歳 

3．待機者数  現在 38名 

4．事故報告、ヒヤリハット 

  ・6月 

事故報告 4件 ヒヤリハット 0件 

・他入居者の残した副食（形態違い）を食べていた。→誤嚥等なし 

・他入居者の薬を誤って服用させてしまう。→その後の体調不良なし※市へ報告 

・車椅子から滑り落ちる。→怪我等なし 

・車椅子から立ち上がり一人で歩き転倒し後頭部に腫脹発生 

→その後の体調不良なし、現在経過確認中※市へ報告 

  ・7月（20日現在） 

  事故報告１件 

  ・車椅子から一人で立ちあがり転倒右まぶたに裂傷あり処置受ける 

→その後の体調不良なし、現在経過確認中※市へ報告 

 ヒヤリハット１件 

   ・車椅子から一人で立ちあがり歩いている所を発見、転倒や怪我はなし。 

6．研修 

  内部研修 

    6月 接遇とコミュニケーションについて 

    7月 認知症ケアについて 

  外部研修 

    6月 6/11 認知症介護基礎研修 6/30 高齢者虐待支援セミナー 

    7月 7/13 衛生推進者養成講習 

7．職員の動向 

    6/1～福田生活相談員就任 

8．今後の予定 

  ・7/26納涼会 ・8月施設内ねぶた ・9月敬老会 

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。 



令和 2年度 第 3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 9月 23日（水） 14：00～15：00 

場所 特別養護老人ホームささえ さくらユニット 

 

(議題・報告内容) 

1．行事について（別紙ささえ便り参照） 

2．入居者さんの状況（9/20現在） 

  現在 29名（女性 25名 男性 4名） 

  平均介護度 4.4  平均年齢 84歳 

3．待機者数  現在 42名 

4．事故報告、ヒヤリハット 

8月 

事故報告 3件 

・夕食の服薬ミス（飲ませ忘れ）…その後の体調不良なし ※市への報告済み。 

・調理内容（炒め物の予定が和え物で提供）の間違え…食事には特別な支障なし。 

・排泄介助時に下肢全般に紫斑…骨折等はなし、血液サラサラの薬を飲んでいる 

               影響もあると考えられ、2人介助を徹底。 

ヒヤリハット 3件 

・車椅子自走中に観葉植物内の木くずをつかみ取ろうとしていた。 

 …観葉植物の置き場所を変更し対応 

・臨時処方軟膏の伝達不足…処方一覧表を活用し伝達を十分に行うようにした。 

・入居者の内服薬変更に伴う行動の確認結果…1日で数十件に及ぶヒヤリハット 

 （車いすのまま後方にのけ反る、つば吐き、指や柵を噛む、テーブルを強く叩く 

  ベッド上で起き上がり立とうとしていた等）見守りを徹底していく。 

 9月 

  事故件数 2件 

  ・夕食のご飯とお粥のタイマーが入っていなかった。 

…15分程提供時間が遅くなってしまったが大きな問題はなし。 

  ・入浴の際に服を脱ぐと昨日寝る前の薬が落ちていた 

…昨晩は問題なく眠れていた。当日より就寝前薬は中止して経過確認となる。 

※市へ報告済み 

  ヒヤリハット 4件 

  ・車椅子使用の入居者が一人で立って居室前に立っているのを発見。 

   …自身で歩いてトイレに行ったと話していた。転倒などの事故なし。 

  ・臨時薬をセットしたが日付が違っているのを発見し付け直す。 

   …日付をしっかり確認してセットを行うようにしている。 

  ・骨粗鬆症の薬のセット忘れ。…起床時薬なので翌日に改めてセットし服用する。 

  ・8月と同様の入居者の行動確認継続…先月同様に数十件のヒヤリハットあり。 

                    見守りの継続行っている。 



5．研修 

  内部研修 

    8月 褥瘡対策について 

    9月 身体拘束と高齢者虐待について 

  外部研修 

    8月 8/25施設ケアマネ研修会 

    9月 9/11栄養・食育マネジメントセミナー  

9/15社会福祉施設看護職員研修 

        9/28「10のテーマ」感染症、食中毒の予防及び蔓延の防止について 

                リスクマネジメントの考え方についてⅠ・Ⅱ 

 

6．令和 2年度第 1回避難訓練の実施 

  夜間を想定した避難訓練の実施（スタッフ 3名と駆け付け者 2名） 

  通報訓練と消火器使用訓練の実施 

 

7．職員の動向 

  ・8/30調理員 1名退職 

  ・9/1～調理員 1名入社 

・9/30付で清掃員（パート）1名、環境整備員（パート）1名退職。 

  

8．今後の予定 

  ・9月敬老会 

  ・10月紅葉狩り（ドライブ） 

 

9．その他 

  ・9月はささえ職員の定期健康診断を実施。 

  ・10月 1日より面会制限を一部解除（ささえ便り参照） 

※詳細は各ご家族に郵送にてお知らせ済み 

 

 次回は令和 2年 11月 25日を予定 

 

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。 



令和 2年度 第 4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 11月 25日（水） 14：00～15：00 

場所 特別養護老人ホームささえ さくらユニット 

 

(議題・報告内容) 

1．行事について（別紙ささえ便り参照） 

2．入居者さんの状況（11/20現在） 

  現在 28名（女性 24名 男性 4名） 

  平均介護度 4.4  平均年齢 84歳 

3．待機者数  現在 31名 

  ※市役所へ待機者の状態確認の報告をする為に待機者の方々に連絡した結果、 

前回の運営推進会議の時に比べ待機者はやや少なくなっている。 

 

4．事故報告、ヒヤリハット 

  10月 事故報告 6件 

    ・ティッシュを入れ歯と勘違いし口に入れていた。飲み込みはない。 

     →ティッシュなどの勘違いしそうなものの置き場所を工夫する。 

    ・トイレ内で尻もちをつく。継続的な痛みの訴えはない。 

     →プライバシーを確保しながら見守りや声掛けなど気に掛ける。 

    ・爪切りをしている時に誤って出血させてしまう。すぐに止血されている。 

     →十分に注意しながら爪切りを行っていく。 

    ・他入居者から本人の食事形態とは異なる柿をもらって食べていた。 

     誤嚥等はなし。→ユニット行き来する方なので都度声掛け、見守りを行う。 

    ・居室で落とした衣類を拾おうとして車椅子から転落する。擦過傷と痛みが 

     あったが継続していない。→拾い物などがある時は声を掛けてもらう。 

    ・ベッド柵とマッドのすき間に足が挟まり表皮剥離していた。現在は改善。 

     →ベッド柵の位置を頭部に統一、体位交換時足がずり落ちないようにする。 

   ヒヤリハット 8件 

    ・8 件中 7 件が同一の方で車椅子利用だが一人で歩いていたり、すでに歩き     

ソファーに座っていたり、部屋やトイレに行っていた。 

     →他ユニットにも協力を仰ぎ見守りを行う。発見時は無理に座らせるのでは

なく可能な限り歩いてもらう。 

    ・処置の為にベッド柵を外したが付けるのを忘れた職員が気付き柵をした。 

     →都度柵を確認していく。 

  

 

 

 

 



11月 事故報告 3件 

    ・詳細に原因は不明だが左足首に直径 1㎝程の表皮剥離があった。 

     →介助時の注意や体位交換後の足の位置などに注意していく。 

    ・車椅子自走中に車椅子からずり落ちる。怪我や発赤なし。 

     →車椅子自走時に少しずつ座る位置が前側になってくるので都度座る位置

を直し、しっかり見守りを行う。 

    ・配膳車を破損した。前をしっかり確認していなかった。 

     →周囲の確認をしてぶつかったりしないように注意する。 

   ヒヤリハット 

    ・車椅子使用者が一人で歩きトイレに行こうとしている所を発見する。 

     →職員間での声掛け徹底、排泄介助時などで場を離れる時には他職員へも 

      応援を要請する。 

5．研修 

  内部研修 

   10月 水害対策について （ささえの立地 避難場所 避難までの流れ等） 

   11月 感染症と事故防止対策（リスクマネジメント） 

  外部研修 

    9月 ・「10の研修テーマ」感染症、食中毒の予防蔓延の防止について 

                リスクマネジメントの考え方について 

   10月 ・「10の研修テーマ」介護サービスにおける接遇とコミュニケーションの

基本・応用 

   11月 ・「令和 2年度リスクマネジメント研修」 

       ・「感染症対策とケア提供」 

6．令和 2年度第 1回水害想定訓練の実施 

   上記内部研修に加え、 

・車椅子・リクライニング車椅子の操作についての説明と実践 

 ・リフト車への乗り降り等の操作についての説明と説明と実践を行った。 

7．今後の予定 

  12月 クリスマス会 

   1月 新年会・初釜 

8．その他 

  ・11月 16日に入居者のインフルエンザ予防接種を実施しました。 

   職員の予防接種も順次行っています。 

  ・11月より石木クリニックの院長が石木基夫先生に変更となります。 

   診療時間や曜日などの変更も予定しています。 

 

次回は令和 3年 1月 27日を予定 

 

上記内容で運営推進会議進行予定でしたが、青森県内での新型コロナウイルス感染者

増加に伴い中止となりました。 

 



 令和 2年度 第 5回 特別養護老人ホームささえ 

運 営 推 進 会 議 

 

日時 令和 3年 1月 27日（水） 14：00～15：00 

場所 特別養護老人ホームささえ さくらユニット 

 

(議題・報告内容) 

1．行事について（別紙ささえ便り参照） 

2．入居者さんの状況（1/25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歳 

3．待機者数  現在 29名 

4．事故報告、ヒヤリハット 

12月 

事故報告 1件 

   ・リクライニング車椅子に乗っていた方の足が落ちていることに気付かずにおり 

    表皮剥離が出来てしまった。 

→移乗時、移動時など都度足の位置を確認して直す。 

   ヒヤリハット 1件 

   ・飲み残しの薬を発見してすぐに服用してもらった。 

    →服用の確認をしっかりと行っていく。 

1月 

事故報告 4件 

・ベッドから降り歩こうとして転倒し膝を打つ。怪我なし。 

 →ナースコール使用のお願い。ベッド周辺環境整備を行う。 

・車椅子を破損してしまった。 

 →移乗移動時は確認をしてから使用する。 

・トイレ利用時に転倒する。 

 →トイレ外から声掛けをして様子を確認する。 

・ユニットに置いてあった花札を口に入れていた。口の中には物はなかった。 

 →見守りとスタッフ間の声掛けをしっかりと行っていく。 

   ヒヤリハット 1件 

   ・ベッドからの立ち上がり、車椅子からの立ち上がりがあった。 

    →こまめな巡回と見守りを行い転倒しないように注意する。 

 

5．研修 

  内部研修  

12/16 介護現場におけるプライバシー保護と福祉現場における倫理及び法令遵守 

1/20  特別養護老人ホームささえにおける看取り介護について 

 

 



6．今後の予定 

 ・2月 節分会 

 ・3月 ひな祭り会 

 

7．その他 

 ・12月 31日付で生活相談員 1名 

  調理員（パート）1名が退職となる。 

 

次回は令和 3年 3月 24日を予定 

 

上記内容で運営推進会議進行予定でしたが、青森県内での新型コロナウイルス感染者

増加、ささえでの面会制限に伴い中止となりました。 

 



 令和 2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 3年 3月 24日（水） 14：00～15：00 

場所 特別養護老人ホームささえ さくらユニット 

 

(議題・報告内容) 

1．行事について（別紙ささえ便り参照） 

2．入居者さんの状況（3/22現在） 

  現在 27名（女性 23名 男性 4名） 

  平均介護度 4.3  平均年齢 85.4歳 

3．待機者数  現在 37名 

4．事故報告、ヒヤリハット 

2月 

事故報告 0件 

   ヒヤリハット 3件 

   ・車椅子使用の方が歩いて居室から出て来ていた。怪我なし。 

    →ベッド臥床する時は本人がすぐに乗れるような位置に車椅子を置く。 

   ・クリームと勘違いして歯磨き粉を顔に塗っていた。 

    →「歯磨き粉」と品名を付けた。 

   ・玄関内側のドアを開け風除室に行っていた。 

    →ドアの取っ手の位置変更した。 

  3月 

事故報告 4件 

・トイレ内での転倒…介助の為車椅子の位置を変えていたが戻していなかった。 

 →車椅子セット確認と危険予測した見守りの徹底。 

・車椅子自走でホーム内動かれる方の右上腕部に裂傷あり…直接の原因は不明。 

 →内服薬により紫斑できやすいのでアームウォーマでの保護継続と、 

  他ユニットへ移動した時にはそのユニットのスタッフも見守り行う。 

・ベッド柵に掴まった状態で尻もちをついていた…トイレと勘違いしていた。 

 →細目に居室の巡回を行う。 

・胃瘻者の内服薬の日付間違い…薬の内容自体は同じ物だが日付のセットミス 

 →日付のダブルチェックと薬をボトルに入れる前の確認。 

   ヒヤリハット 0件 

 

5．研修 

  内部研修  

  2/17 介護現場での身体拘束・虐待!問題と対策とは？ 

  3/17 夜間を想定した火災時の避難・通報・消火器使用訓練 

 

 



6．今後の予定 

 ・4月 観桜会（ドライブ） 

 ・5月 藤狩り 

 

次回は令和 3年 5月 26日を予定 

 

上記内容で運営推進会議進行予定でしたが、青森県内での新型コロナウイルス感染者

増加、ささえでの面会制限に伴い中止となりました。 

 


