あすならホーム東生駒
2022 年度 第３回 運営推進会議
開催日時

2022 年 9 月 30 日（金）14：00～15:00

オンライン開催

運営推進会議メンバー

（１）利用者様・家族様

ご家族、ご利用者の参加なし

（２）地域

坪内 様（若葉薬局）
日野 様（生駒市介護者家族の会）

（３）生駒市役所

介護保険課

門脇

様

（４）地域包括支援センター

梅寿荘包括

弓指

（５）協同福祉会

岡田（あすならホーム菜畑・東生駒 施設長）

様

笹本

様

吉田（あすならホーム東生駒 介護主任）
池田（あすならホーム東生駒 管理者）
会議次第

1． 運営やサービス提供の方針について
2． あすならホーム東生駒・菜畑の状況報告
3． 取り組み状況と今後の取り組み
4．本日出席の皆様からのご意見

１．運営指針

法人理念『お年寄りから子どもまで、みんなが安心して暮らせる地域や町であって欲し
い、それが私たちの願いです。』10 の基本ケアを実践し、あすなら安心ケアシステムとあ
すなら安心支援システムで地域包括ケアシステムの構築する取組みを行ないます。

２． 東生駒状況報告

・あすならホーム東生駒

小規模多機能型ケアホーム

要支

要支

要介

要介

要介

要介

要介

援１

援２

護１

護２

護３

護４

護５

0名

0名

６名

9名

9名

２名

１名

区分変更変申請中・・2 名
菜畑状況報告

日中利用平均

15.5

平均介護度

2.4

・あすならホーム菜畑

名、宿泊利用平均

6.7

定期巡回随時対応型訪問介護看護

要介

要介

要介

要介

申請

護１

護２

護３

護４

護５

中

12 名

11 名

5名

0名

０名

男性

4名

2.3/９月現在：登録 37 名

14 名

世帯状況

女性

独居

500 回以上

／7 月現在：登録 29 名

要介

平均介護度

名、訪問回数

訪問看護あり 24 件

23 名

21 名

老々世帯 9 名（内 2 組ご夫婦）

生活圏域（事業所より）5 分以内

14 名

10 分以内

日中独居

11 名

・あすならホーム菜畑ケアプランセンター

要介護

・あすならホーム菜畑デイサービス

９月平均利用人数

7名

10 分以上

108 件（定期巡回プラン
26.7 名

6名
25 件）

３． 8 月の第 7 波コロ

菜畑デイサービスの発生状況報告(岡田施設長より)

ナ発生状況につい

8 月 13 日～20 日までデイサービス休止（県指導により）

て

※反省点として利用者様同士の会話の時にもマスクの着用が徹底できていなかったが、やはり
なかなか着用が難しい方もいる為、パーテンションを設置するなどの工夫を行った。
東生駒小規模多機能のクラスター発生状況報告
8 月 20 日以降、利用者 7 名職員 4 名の陽性者が判明
クラスターとして県へ報告
※反省として、陽性が確認されたのは泊まりの利用者様がほとんどで、事業所の建物の構造上の
課題もあると思うが、日常の中でも利用者様のマスク着用が徹底できていなかった事も原因の
1 つだと考えられる為、今後はマスクの着用を促していく。

４． 取り組み状況と
今後の取り組み

〇職員の資質向上のための取組み状況
・職員全体会議（8 月 9 月

第二水曜日）

・考課者訓練・管理者研修（9 月 9 日）
・9 月 1 日、地震を想定した防災避難訓練を実施
〇福祉学習会等
・地域福祉学習会（9 月 23 日菜畑自治会館

12 名参加）

『これからどうなる？10 年後、生駒市の高齢者が地域で安心して暮らし続けるために』
・あすなら友の会福祉講演会（9 月 29 日大和郡山城ホール）
『あなたの老後は誰がみる？最期まで私らしく暮らすために』川口啓子氏
※学習会も講演会も将来の選択肢として施設入居ではなく、地域(自宅)で暮らし続ける
為にどうしたらいいのかというテーマでの学習会・講演会だった。
〇地域との交流状況を含めた日々の活動内容
〇2022 年度小規模多機能

2022 年度サービス評価

〇定期巡回随時対応型訪問介護看護

2022 年度自己評価

◎ヒヤリハット、事故報告、苦情報告
車両事故

２件

開始しました
10 月以降開始予定

※2022 年 8 月～9 月

・生活道路、車寄せ時に側溝へ滑落（東生駒多機能）
・後退時、道路沿いの柵へ接触（菜畑デイ）

介護事故

１件

・廊下を歩行時、転倒され右大腿骨頚部骨折（菜畑デイ）
※行政届出済み

◎今後の取り組み
介護についての学習会や相談会（秋のあすなら学習会

10 月 5 日、11 月 15 日 30 日）

災害時における地域でのサポート体制を構築（BCP 作成）
救急救命訓練の実施

行方不明者捜索訓練の実施

認知症サポータ―養成講座や RUN 伴への参加

５． ご意見

【地域包括支援センター様より】

評価・要望・助言等

コロナの渦中は大変だったと思う。今後も協力出来ることがあれば、行っていきたい。
【生駒市役所様より】
コロナがここまで拡大したのも、初めての事だったと思う。毎日、都度報告を頂きありが
とうございました。同時期は他の事業所でも多く発生し相談も多かった。
コロナ拡大をきっかけに、BCP 計画とはまた違うかもしれないが、１人１人の利用者様の
支援(家族が対応できるのか、事業所を利用する事が必要なのか等)を事前に検討している
事業所も見受けられる。
【生駒市介護者家族の会 日野様より】
コロナが発生する前は、毎回参加していたが、本日久しぶりに参加して、コロナ禍において、細や
かな配慮がされていた事がレジメからも見受けられた。
また、定期巡回の利用人数が増えている事を聞いて、施設に頼る介護から、在宅介護を中
心としていると感じる。
学習会などを通して、地域との関わりも続いていてありがたいが、参加数が少ない。地域
の方たちにも、我が事として考え、学習会などに参加してもらいたい。
質問としては、災害時の防災訓練を行われた様だが、食料の備蓄については以前苦慮され
ていると聞いていたが、現在はどのようになっているのか？
⇒最近は地震などの災害も多いが、備蓄としては来て頂いている利用者様の分で２回分程
のストックはある。ただ、地域の方々の分までとなると、まだ不十分ではある。
今後は、色々な災害を考え、備蓄も増やしていきたい。
【若葉薬局

坪内様より】

若葉薬局でもスタッフが陽性となり、定期訪問等も代理の職員で対応していた。
検査キッドの購入依頼は、まだ続いているので、必要時は連絡頂いたら対応は可能。
次回開催予定日

あすならホーム東生駒

運営推進会議

2022 年 11 月 25 日(金)

及びあすならホーム菜畑

14：00～15:00

介護医療連携推進会議

※コロナ感染症予防により変更有

※次回、合同開催になります。よろしくお願いいたします。

あすならホーム東生駒
2022 年度 第２回 運営推進会議
開催日時

2022 年 7 月 28 日（金）14：00～15:00

オンライン開催

運営推進会議メンバー

（１）利用者様

S 様(あすならホーム東生駒ご利用者)

（２）地域

出垣 様 （自治会）
坪内 様（若葉薬局）

（３）生駒市役所

介護保険課

（４）地域包括支援センター

門脇 様

梅寿荘包括

（５）協同福祉会

弓指様 笹本様

岡田（あすならホーム菜畑・東生駒 施設長）
吉田（あすならホーム東生駒 介護主任）
池田（あすならホーム東生駒 管理者）

会議次第

1． 運営やサービス提供の方針について
2． あすならホーム東生駒の状況報告
3． 取り組み状況と今後の取り組み
4．本日出席の皆様からのご意見

１．運営指針

法人理念『お年寄りから子どもまで、みんなが安心して暮らせる地域や町であって欲し
い、それが私たちの願いです。』
あすなら 10 の基本ケアをもとに『ほっとけない、ほっとかない』介護
あすなら安心ケアシステムとあすなら安心支援システム（地域包括ケアシステムの構築）

２． 東生駒状況報告

菜畑状況報告

・あすならホーム東生駒

小規模多機能型ケアホーム

要支

要支

要介

要介

要介

要介

要介

援１

援２

護１

護２

護３

護４

護５

0名

0名

６名

8名

日中利用平均

13.2

平均介護度

2.4

・あすならホーム菜畑

11 名

３名

名、宿泊利用平均

要介

要介

要介

申請

護１

護２

護３

護４

護５

中

10 名

10 名

5名

0名

2名

4名

2.3／５月現在：登録 31 名

12 名 女性

世帯状況

名、訪問回数

500 回以上

定期巡回随時対応型訪問介護看護

要介

男性

5.0

／7 月現在：登録 29 名

要介

平均介護度

１名

訪問看護あり 25 件

19 名

独居 17 名

老々世帯 8 名（内 2 組ご夫婦）

生活圏域（事業所より）5 分以内
・あすならホーム菜畑ケアプランセンター
・あすならホーム菜畑デイサービス

14 名
要介護

10 分以内

日中独居

11 名

5名

10 分以上

102 件（定期巡回プラン

7 月平均利用人数

29.0 名

6名

24 件）

３． 取り組み状況と
今後の取り組み

・職員の資質向上のための取組み状況
職員全体会議（6 月 7 月第二水曜日）
安全運転講習会（7 月 27 日）
・地域との交流状況を含めた日々の活動内容
あすなら春の学習会（6 月 15 日 5 名参加・30 日 7 名参加）
西菜畑自治会のコミュニティステーション見学
・ヒヤリハット、事故報告、苦情報告
車両事故

２件

介護事故

３件

※2022 年６月～７月

・今後の取り組み
2022 年度小規模多機能

サービス評価・定期巡回随時対応型訪問介護看護

自己評価

地域との交流（あすならランチや買い物バスの再開）
介護についての学習会や相談会
災害時における地域でのサポート体制を構築（BCP 作成）
救急救命訓練の実施
行方不明者捜索訓練の実施
認知症サポータ―養成講座や RUN 伴への参加
４． ご意見

【地域支援包括センター様より】
・BCP について質問あり。
ＢＣＰの内容について・・災害や感染症対策として、事業継続の為の計画書であること。
地域資源を模索しながら優先すべきことを検討し、災害やコロナ禍でどのように対応して
いくか作成中である。計画書が出来たら皆さんにも拝読してもらいご意見を頂きたい。
・アルツハイマー啓発活動
生駒駅前図書館にて９/１４～１０/６(９/２１はアルツハイマーデイ)に開催
作品等を展示し子供から大人まで幅広く対象にしていきたい。
【出垣様より】
・生活道路にて工事をしている所が多いため、運転には十分に注意して下さい。
・コロナ禍の中で、問題意識はあっても実態が分かりにくいのが現状。自治会じたいも班長会も月２
回となっており、情報が集まりにくい状況となっている。
【若葉薬局・坪内様より】
・特に大きな問題はないが、最近は薬の問い合わせの中でも検査キッドが欲しいとの問い合わせが
多い。入荷できるように努力はしているので、若葉薬局まで連絡を頂けたら対応します。
【生駒市役所様より】
今までは災害中心であった BCP 計画もコロナが増えてきて感染症での BCP 計画も義務付けられ
ている。事業継続と考えた時にスタッフの状況によっては出勤できない。そうなると人員体制の検討
も行いながら作成してもらいたい。
・コロナ禍での利用状況はどうなのか？
東生駒⇒職員・利用者共に感染はなし
菜畑⇒デイの方で感染された方の中には、デイの利用は出来なくなるため一時的に定期巡回の契
約をして頂き訪問に切り替えて対応している。今の所、大きく感染が広がってはいない。

【ご利用者Ｓさまより】
毎日楽しく過ごさせてもらっています。
今後とも宜しくお願いします。

次回開催予定日

あすならホーム東生駒

運営推進会議

2022 年９月 30 日(金)

あすならホーム東生駒

14：00～15:00

運営推進会議

2022 年 11 月 25 日(金)

※コロナ感染症予防により変更有

及びあすならホーム菜畑

14：00～15:00

介護医療連携推進会議

※コロナ感染症予防により変更有

あすならホーム東生駒・あすならホーム菜畑
2022 年度 第１回 運営推進会議・介護医療連携推進会議
開催日時

2022 年５月 27 日（金）14：00～15:00

オンライン開催

運営推進会議メンバー

（１）利用者様ご家族

A 様、K 様 （I 様 ご家族）

（２）地域

出垣 様 （自治会）
坪内 様（若葉薬局）

（３）生駒市役所

介護保険課

門脇 様
殿水 様

（４）地域包括支援センター

梅寿荘包括

弓指 様
笹本 様

（５）協同福祉会

岡田（あすならホーム菜畑・東生駒 施設長）
吉田（あすならホーム東生駒 介護主任）
池田（あすならホーム東生駒 管理者）
野村（あすならホーム菜畑 定期巡回管理者）
児玉（あすならホーム菜畑 デイサービス管理者）
喜多（あすならホーム菜畑 ケアプランセンター管理者）
中津（あすならホーム菜畑 医療介護事務員）

会議次第

1． 運営やサービス提供の方針について
2． あすならホーム東生駒の状況報告・あすならホーム菜畑の状況報告
3．取り組み状況と今後の取り組み
4．本日出席の皆様からのご意見

１．運営指針

法人理念『お年寄りから子どもまで、みんなが安心して暮らせる地域や町であって欲し
い、それが私たちの願いです。』
あすなら 10 の基本ケアをもとに『ほっとけない、ほっとかない』介護
あすなら安心ケアシステムとあすなら安心支援システム（地域包括ケアシステムの構築）

２． 東生駒状況報告

菜畑状況報告

・あすならホーム東生駒

小規模多機能型ケアホーム

要支

要支

要介

要介

要介

要介

要介

援１

援２

護１

護２

護３

護４

護５

0名

0名

６名

７名

日中利用平均

14.0

平均介護度

2.5

・あすならホーム菜畑

11 名

３名

名、宿泊利用平均

要介

要介

要介

申請

護１

護２

護３

護４

護５

中

10 名

10 名

5名

0名

2名

4名

2.3／５月現在：登録 31 名

12 名 女性

世帯状況

名、訪問回数

500 回以上

定期巡回随時対応型訪問介護看護

要介

男性

5.0

／５月現在：登録 28 名

要介

平均介護度

１名

訪問看護あり 25 件

19 名

独居 17 名

老々世帯 8 名（内 2 組ご夫婦）

生活圏域（事業所より）5 分以内

14 名

10 分以内

日中独居

11 名

5名

10 分以上

6名

・あすならホーム菜畑ケアプランセンター

・あすならホーム菜畑デイサービス
３． 取り組み状況と
今後の取り組み

要介護

102 件（定期巡回プラン

5 月平均利用人数

24 件）

29.0 名

・職員の資質向上のための取組み状況
（全体会議グループワーク・安全運転講習会）
・地域との交流状況を含めた日々の活動内容
（緑ヶ丘自治会の宅地開発の説明会参加、お花見、あすなら春の学習会、消防避難訓
練、萩の台自治会のコミュニティステーション
・ヒヤリハット、事故報告、苦情報告

ごみ出しと地域交流から学ぶ）

※2022 年 4 月～5 月

（車両でのヒヤリハット 1 件、車両事故３件、介護事故（服薬ミス）２件）
・今後の取り組み
2022 年度小規模多機能

サービス評価・定期巡回随時対応型訪問介護看護

自己評価

地域との交流（あすならランチや買い物バスの再開）
介護についての学習会や相談会
災害時における地域でのサポート体制を構築
救急救命訓練の実施
行方不明者捜索訓練の実施
認知症サポータ―養成講座や RUN 伴への参加
４． 意見交換

コロナ禍で書面会議が大半だった。どのような会議の有り方が良いか、等、アドバイスも
含めてご意見を頂きたいと思います。
①市役所

門脇様

・運営推進会議に関しては、コロナ禍により、2 年前から殆どの事業所が書面会議となっ
ていた。この度、ZOOM での開催は初めてですが、意見交換できる意味でも、事業所の
状態がわかるので、可能であれば継続し、ぜひ呼んでいただきたいです。
・BCP の件、コロナ対策で各事業所が努力されている中でも、地震も多くなっている実態
があります。想定される災害によって事業所での対策が異なるため、事業所の方々は大
変なことと存じています。色んな事を想定し、地域の方と取り組んでい頂きたいと思っ
ています。
②A 様、K 様（I さんご家族）
・これまで本人との関わりしか解っていなかった。皆さんには頭の下がる思いです。
平成 22 年から一期生です。ずっと面倒を見てもらっているので、何も、どうのこうの
（お伝えすることは）ありません。ありがとうございます。
・仕事をしながら、時間に追われる中でも、母をみながらの生活でした。ありがとうござ
います。
施設長

岡田）要介護５の方ですが、週 2 回ほどご自宅に帰りながら、家族様のケアで

在宅生活を続けることは、なかなか出来ることではないと思い、素晴らしいことと思っ
ております。
③出垣様
・交通事故の話がありました。私自身の経験で、自動車は青で走っているが、ご高齢の方
が歩いておられることもあり、ヒヤッとすることがあります。近隣で、介護施設がそろ
そろ完成します。ご高齢の方の出入りや車の往来などが増えますので、今後も注意して
安全運転を努めて欲しいです。

④包括支援センター
弓指

様

・相談では、ご高齢(老老介護)、認知症に精神疾患を抱えた方、キーパーソンが遠方の
方、など、複雑な家庭環境の方の件数が非常に増えています。ご協力をお願いしたい。
笹本様
・コロナが落ち着いてきた状況下、相談件数が非常に多くなりました。
地域の方々の見守り・ご理解がないととても難しい状況です。
・コミュニティステーション(資源回収）の取組の件、萩の台自治会の他、西菜畑自治会
でも、力を入れて取り組まれています。
施設長

岡田)ご意見、情報提供いただき、ありがとうございます。

研修については前向きに検討し、コミュニティステーションについては西菜畑自治会様
に確認させて頂きたいと思います。
⑤若葉薬局
配薬ミスがあったとのことでしたが、私が対応している方でも事故があります。
薬管理でお困りの方、デイを利用の方でお困りの方が居られたら、薬局にも相談をいた
だきたいと思います。
施設長

岡田)東生駒では若葉薬局にお世話になっていることから、服薬事故報告はあり

ません。引き続きよろしくお願いいたします。

【質疑応答】
❶定期巡回について
質問：施設長

岡田）生駒市の定期巡回において、他事業所の状況をおしえて頂きたい。

回答：市役所

門脇様）令和 3 年度生駒市内で 2 つ目の事業所が出来ました。まだ、

そこまで稼働されていないようで、今後期待したいと思っています。
質問：市役所

門脇様）定期巡回では重度の介護度の方がご自宅の生活を支えるために利

用されると理解しているので、デイとの併用が可能なのか、疑問に思っています。
回答：施設長

岡田）当初、定期巡回のサービスの在り方としては、そうだったと思いま

す。しかし、ご自宅であっても入浴の場面での支援が必要な方、社会的な交流も必要な方
が居られます。定期巡回に加えて、社会との係わりという部分でデイを利用することがあ
ります。ご本人にとっても、社会的な生活の継続が維持できるのです。また、同じ事業所
の職員が、ご自宅での表情と社会での表情、ご本人の意欲などを把握できるメリットがあ
ります。（小規模多機能ではその両面をカバーしながら、在宅生活を維持できます。）
回答：主任

野村）定期巡回を利用しながら、デイを利用される理由は、自宅の入浴環境

が整っていない現状があるためです。デイでは、安全に入浴頂けることがメリットです。

❷コロナ禍における市町村や各サービスの対応について
質問：主任

野村）在宅生活をするにあたり、家族が駆け付けられない、緊急対応、が必

要になる時、定期巡回以外のサービスで対応しきれるものでしょうか？
回答：門脇様）市役所もコロナ禍で問い合わせが殺到していた時期がありました。デイサ
ービスに行けない中、デイ同士、横の繋がり（サービス毎の連携）で対策し、乗り切っ
た、など聞いています。

回答：坪内様）病院に行きたくない人、電話受診の人が増えて、薬の配達要望が増えまし
た。一度薬剤師が電話での聴き取りをしたうえで、スタッフが訪問して、お届けする方法
をとっていました。陽性者が多い時期には、薬の配達も多い時期、抗原キットが欲しい、
等が立て込み、スタッフが休めない状況がありました。落ち着いてきた今、患者さんとも
うまく乗り切れた感があります。

施設長

岡田）2 月菜畑でもデイでコロナが発症しました。その際、２～3 名の方に、自宅

待機を取って頂きました。定期巡回を利用されていたから、感染予防しながら、職員が訪
問することで、ご自宅に籠らないといけない事情に寄り添った対応が出来、定期巡回のメ
リットを活かせました。また、その際、イレギュラーですが、デイご利用の方を定期巡回
から訪問した事例もあります。普段、デイで来られている方に、訪問サービスに切り替え
る対応がコロナ禍では必要でした。小規模多機能は感染無く乗り切ることができました。

コロナが今までの生活を変えてしまった現状がありますが、元の生活に戻せるように、
このような会議で工夫を共有化して、皆で考えていく場を持たせて頂きたいと思っていま
す。本日はありがとうございました。
評価・要望・助言等

包括支援センター

弓指様より

・話が聞きづらかった。出来たら、事前資料を FAX で送って欲しい、意見もしやすい。
包括支援センター

笹本様より

・認知症徘徊訓練は、コロナ禍でも実施できる訓練がある。前向きに検討ください。
・認知症サポーター養成講座は是非とも前向きに、応募のうえ受講いただきたい。
次回開催予定日

あすならホーム東生駒

運営推進会議

2022 年 7 月 29 日(金)

あすならホーム東生駒

14：00～15:00

運営推進会議

2022 年 11 月 25 日(金)

※コロナ感染症予防により変更有

及びあすならホーム菜畑

14：00～15:00

介護医療連携推進会議

※コロナ感染症予防により変更有

