2021 年度第 2 回運営推進会議・身体的拘束等適正化委員会

議事録

2021 年 6 月 19 日開催予定「2021 年度第 2 回運営推進会議・身体的拘束等適正化委員会」
は新型コロナウイルス感染予防を考慮し、開催中止
会議の目的と致しまして利用者様、利用者のご家族様、地域住民の代表者様、行政職員、知見を
有する者、施設職員などで構成し、事業所がサービス状況を報告し、これについて運営推進会議
に参加されました皆様から評価を受けご要望助言を頂く機会を設けるために開催しております。
開催中止に伴い、ご要望、助言、評価を書面にご記入頂き、ご返送をお願い致しました。
１．報告（実績、活動状況）5 月 28 日現在実績報告
（1）グループホーム利用状況
入所者 男性 4 名 女性 14 名 計 18 名 平均介護度 3.1 平均年齢 87.1 歳
ご逝去 2 名 入院 2 名（1 名退居・1 名転倒事故による骨折）
見学・問い合わせ 2 件 契約 3 名 待機者 2 名
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（2）小規模多機能型居宅介護
利用者 男性 2 名 女性 18 名
見学・問い合わせ 7 件
介護度
人数

計 登録 20 名

実働 20 名 平均介護度 2.6

平均年齢 84.0 歳

うち契約 2 件
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（3）利用の活動報告
≪グループホーム、小規模多機能型居宅介護活動状況≫
5月
5/7.14.21.28 グループホーム往診日
5/3 リーダー会議

5/10.17.24.31 グループホーム訪問歯科

5/9 巻き爪治療往診

5/16 小規模誕生日会

5/11 小規模会議

5/17 グループホーム分科会

5/26 おたすけ隊体操(中止)

5/1 光ユニット誕生日会

5/12 お花教室（中止） 5/13 光ユニット会議

5/18 光ユニット誕生日会

5/28 運営会議・職員会議

6月
6/4.11.18.25 グループホーム往診日
6/3 リーダー会議 6/8 小規模会議
6/15 小規模誕生日会

6/7.14.21.28 グループホーム訪問歯科
6/9 空ユニット会議

6/2 小規模誕生日会

6/10 光ユニット会議

6/16 お花教室（予定） 6/19 運営推進会議（中止） 6/20 空ユニット誕生日会

6/23 おたすけ隊体操(予定)

6/25 運営会議・職員会議

２．身体拘束廃止

報告

ルミエールでは身体拘束は行っておりません。虐待もありません。
３．ご要望、助言、評価
①グループホーム

（返送 15／17 複数回答あり）

・月に 1 回の写真入りの報告も楽しみだが、例えば利用者家族のみがアクセスできるようにし
動画などの配信をするのはどうか。双方向の Zoom などを使った面会よりもハードルは低い
ように思う。なんでもない日常の様子、食事などが動画で見られれば皆さんも喜ばれるので
はないか。
・お誕生日会の様子は写真やコメントから伝わってきた。嬉しそうな笑顔で幸せそう。
・コロナの終息はまだまだと仰る方も沢山いらっしゃるが、少しずつとはいえワクチン接種が
進み、充分に気を付ければ面会できる日は近いと信じている。
・職員の皆様方には「利用者を守る」という強い使命感で日々戦ってくださっており頼もしく
有難く思う。
・『会いたい』気持ちは強くても、もし知らないうちに感染させてしまったらと思うと、とて
もワガママは言えない。もう少しの我慢、そう思って皆で会える日を待ちわびることにする。
・議事録の「要望・助言・評価」を毎回拝見させていただき感じるところがたくさんある。
『つべこべ言わずもうしばらくは我慢』と私は思う。
・細かな報告とケアに感謝している。
・家族希望としては顔を見て話しが出来ればと思っている。
・今月の写真より、お散歩をしたり白玉だんごを作る母の笑顔はコロナ前と変わらずとても楽
しそう。これも偏に職員のみな様のおかげと心より感謝している。
・異常な事態が長引いているので、入居者の皆様もスタッフの皆様もストレスが溜まっている
かと思う。
・大変な中、散歩に連れ出していただきありがとうございます。
・いよいよワクチン接種が始まったので、もうしばらくの辛抱。面会できる日を楽しみにして
いる。
・母の状態に寄り添っていただき、ありがとうございます。
・ワクチンもいち早く 2 回完了し、安心した。
・この２カ月で入居者の入れ替えもあったようで落ち着いているホームと思っていたが、職員
皆様のご心労お察しする。
・今は皆さんのワクチン接種が無事終わり早く集団免疫が出来ること、普通の生活に戻れる日
が１日も早くくることを願うばかり。
・早く会える様になります様に。
・ワクチン接種が始まり、あと少しで面会制限も少しずつ解除されていくのかと期待する気持
ちと、私たちの事覚えているかな？困惑させるだろうな、という気持ちが混在している。
・長きにわたりコロナ対策に加え、きめ細かく見ていただき感謝している。
・ワクチン接種がやっと進んできた。少しずつコロナが収まってくれるといい。
・食事の面など母に合わせて用意して頂いて感謝している。

・カレンダーでも元気そうに過ごしているのが分かり安心している。
・グループホームに入居してから１ヶ月が過ぎ、お便りにてホームでの生活にも慣れたようで
安心している。
・好きなハーモニカもよく吹いているとのこと、細やかな介護に感謝している。
・議事録を拝読し家族記入について質問と合わせてお答えを記入していただけると有難い。
皆さんと同じような事を思っているので。
・グループホームでご逝去された方のご報告を、個人情報に触れないで、落ち着いた頃お願い
したい。
②小規模多機能型居宅介護

（返送 9／19

複数回答あり）

・第 2 回運営推進会議の中止は理解できるが、次回以降オンラインでの開催を検討下さい。
他の利用者の方々のコロナ渦での対応を伺いたい。
・ルミエールのスタッフさんは週 1 回 PCR 検査をされているそうで、感染予防対策がしっかり
とれているのだと思う。
・私たち家族も母の健康のため、できる事は協力させて頂きたいと思う。
・ふだん父はルミエールに実際に行っていない。実家に夕食を届けてもらうだけなので、コロ
ナ対策だけはお願いします。
・母はいつも送迎時にも、とてもよくしていただいていると話している。
・職員皆様のあたたかく手厚いお心遣いに感謝している。
・いつも全力でお世話してくださるスタッフの皆様に感謝している。
・コロナ対策をしながらできることを精一杯してくださるのは分かっているので、予防接種を
うける方たちが増え、以前の日常生活に少しずつ戻ってくれればいいと思う。
・デジタルツールについては諸事情もあり難しいとは思うが、検討中なのか現段階ではできな
いが状況が変わればできるとか、支援があれば実現可能とか、具体案があればいいと思う。
・これから梅雨の時期、湿気で疲れやすくなるので意識して体を休めてください。
・これからの季節、散歩中の母が近くを通りがかった際には水分補給や場合によっては汗をか
いた服の着替えを促していただけると助かる。
・ワクチン接種も始まり、もう少しの辛抱かと思う。
・職員の皆様のおかげで変わらず通わせていただき、心より感謝している。
・これから梅雨に向かい室内換気等、大変だと思う。
・足が痛いとか言うが、梅雨の合間の晴れに散歩もできればと思う。
③地域住民の代表者様、行政職員、知見を有する者
・ファ－コス薬局 薬剤師
コロナウイルスのワクチンも順次接種できるようになり、今の状況が良くなっていくことを
切に願っています。

・田柄 5 丁目セブンイレブン マネージャー
雨の多い季節になり体調管理が難しいことと思います。コロナの予防接種は始まりました
が安心はできないのでご利用者様、ご家族様、職員の皆様の気苦労は絶えないと思います。
少しでも晴れた日に気分も晴れることができると良いなと思います。
・光が丘南地域包括支援センター 管理者
コロナ禍の中、感染防止対策等しながらの事業継続について本当にお疲れ様です。
早く収束して、運営推進会議が開催できることを願っております。
光が丘南地域包括支援センターとして 3/22 より光が丘 3 丁目に移転しまして、田柄 5 丁目
も担当区域となりました。入居者や利用者、ご家族の皆さまのお役に立てるよう努めてまい
りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
介護全般の相談から、今年度は認知症のご本人同士が語れる場として「本人ミーティング」
の開催を計画しております。お気軽にご参加ください。
またルミエール光が丘の運営についてですが、入居者や利用者の皆さまがコロナ禍でも地域
との関係が途切れないように、オンライン等の活用は効果的かと思います。
地域との関係を持ち続けながら、その人らしく生活が送れるための支援を進めていただけた
らと思います。
・介護保険課事業者運営推進係
感染防止対策にご尽力いただきありがとうございます。
気温の高い日が続く時期となりました。
感染対策の基本である、マスクの着用・手洗い・換気の徹底、3 密の回避の継続とともに
熱中症予防にも留意していただき、ご利用者様が心身の健康を保ち生活が継続できるよう
引き続き支援をお願いいたします。
貴重なご意見、ご要望につきましては随時ご説明させて頂いております。
４．次回開催予定

日時：2021 年 8 月 21 日（土）10：00 予定

場所：ルミエール光が丘

