柏原地域密着型高齢者施設太寿（特養・グループホーム）
第 43 回（通算回数）運営推進会議記録
開催日時

平成 30 年 11 月 13 日（火）ＡＭ10 時 30 分～11 時 30 分

開催場所

柏原地域密着型高齢者施設

太寿

1Ｆ

地域交流スペース

【構成メンバー】
入居者
２名（特養・グループホーム） 地域住民代表者（地区福祉委員）３名
入居者家族
柏原市職員
施設職員

2 名（特養.・グループホーム） 柏原包括支援センター
1名
１名（柏原市高齢介護課） 柏原社協ＣＳＷ堅下地区担当
1名
3 名（寿光会理事長兼施設長・太寿副施設長・グループホーム管理者）
構成メンバー総数 13 名

【当日参加者】
入居者
０名
入居者家族 1 名
柏原市職員
施設職員

地域住民代表者（地区福祉委員）1 名
柏原市包括支援センター 1 名

0 名（柏原市高齢介護課） 柏原社協ＣＳＷ堅下地区担当
１名
5 名（寿光会理事長兼太寿施設長・柏原寿光園副施設長・太寿副施設長・
GH 管理者・GH 計画作成担当者）
出席者総数

9名

【議題・式次第等】
１．開会挨拶
２．前回の懸案事項の回答・報告
３．特別養護老人ホーム太寿 活動状況報告、事故及びヒヤリハット等の報告
４．グループホーム太寿 活動状況報告、事故及びヒヤリハット等の報告
５．デイサービスセンター 高寿 活動状況報告
６．その他
１ 開会挨拶（理事長）
早いもので今年もあと 2 か月となりました。季節の移ろいも早くて、インフルエンザ対
策に気を配る季節になってきました。太寿におきましても、徐々に対策を強化していく予
定です。法人の動きとしましては、柏原寿光園が安堂から高井田に移転して半年が経過し
ましたが、移転後の事業運営も比較的順調に経過しています。安堂の旧土地・建物につき
ましては、年内に医療法人への売却となるべく進めております。
本題となる運営推進会議の議案審議、どうぞよろしくお願いいたします。
２

前回の懸案事項の回答・報告
特にございません。

３ 特別養護老人ホーム太寿
特養担当者・・・

活動状況報告・ヒヤリハット等の報告（別紙により報告）

【入居申込みや相談の状況】
◇11 月 12 日の時点で、申し込み受付件数は「28 件」です。2 か月前の運営推進会議時と比べる
と、3 件の増加となりました。今年度の中では最も少ない受付数でした。
◇待機登録者の中で申し込みを辞退された方は、この 2 か月の間にはおられません。ただ、状況に
変化があったり、他の施設に入居されたりしている場合もありますので、実質の待機者数はもっと少
なくなっていると見込まれます。
◇最近の流れと同じく、申し込み受付・待機登録者の中でも“要介護 3”で認定を受けている方が大
多数となっています。要介護 2・1 の方はサービスを受けながら在宅での生活が継続できるケースが
多いこと、要介護 5・4 の方は施設に入居できやすいこと等を背景として、その中間に位置する「要
介護 3」の方の待機者数が多くなるといった流れになっています。
◇入居の相談につきましては、電話や窓口で対応しております。家族様から直接問い合わせをいただ
くことが最も多く、居宅ケアマネや病院からの相談もあります。以前と比べると、介護老人保健施設
からの相談はかなり少なくなりました。
◇「地域包括ブランチ窓口」としての相談についてはこれまでと大きく変わらず、数は多くは無いで
すが、電話や窓口で対応しております。

【入居者様の状況】
◇この 2 ヶ月間に退居された方はなく、同じ顔触れで経過しています。本年 7 月以降、入居者の入
れ替わりはありません。
◇入居者の状態が安定しているのかと言えば、実際にはそうではありません。季節の変わり目で気候
変動の激しい中で体調を崩される方が多く、中には加齢に伴う身体の衰弱が強まっている方もおられ
ます。特に老衰状態にさしかかっている方につきましては、ご家族様と綿密に連携を図り、そのご意
向に基づいて対応しております。90 歳以上の年齢の方につきましては、入院加療をせずに施設で介
護を受けながら最終段階まで過ごす、いわゆる“看取り介護”を希望される家族様が以前よりも多く
なっています。

【最近の取り組み】

※別紙「ここのところの様子」をご参照ください。

[この間に開催したボランティア様によるイベント]
もこちゃんと遊びましょう！（アニマルセラピー）・きらきら団（ハーモニカ・手遊び・手品）
おはなしぽん（本・紙芝居・手遊びなど）・Rin Rin（コーラス）・ギターと歌の会
琴なでしこ（大正琴）・夢楽らいぶ一座（バンド演奏）・二胡＆ハンドベルの会
ふうせんかずら（音楽レクリエーション）・エトワール柏原（コーラスとフラダンス）

◇9 月は敬老月間ということもあり、いつも以上にたくさんのイベントを企画しました。その目玉と
なるのが「太寿寄席・桂

文三師匠落語会」です！ご縁があって太寿での落語会は今年で 4 回目と

なります。ご入居者様はもちろんのこと、家族様にも多数お越しいただきました。文三師匠の繰り出
す巧みなプロの技に導かれ、会場にはたくさんの笑いが満ち溢れていました！
◇柏原市社会福祉協議会さんの事業で「いきいき百歳体操」というものがあり、10/2 より毎週火曜
日に太寿 1 階地域交流スペースで開催されることになりました。これまで 5 回開催されていますが、
平均すると 12 名ほどの方が参加されています。近隣住民の方に施設機能を活用していただけるのは、
地域密着型の施設としてとても喜ばしいことと考えております。地域の方に身近に感じていただける
施設となれるように、様々な形で地域社会に貢献していきたいです。
◇10/3 に火災を想定した消防総合訓練を実施しました。1 階グループホームで日中に出火と想定し、
通報連絡・避難誘導の訓練を全ユニット総出で行いました。これまでに何度も繰り返している手順で
もあり、スムーズに訓練を実施することができました。立ち会っていただいた消防署員からも「指示・
命令も避難誘導もしっかりとできていました。経験の浅い職員さんのスキルも上げられるように、こ
れからも頑張ってください」と講評をいただきました。
◇寿光会の社会貢献の取り組みとして実施している“こども食堂＆学習支援”につきましては、これ
までと同様に木曜日ごとに開催しています。
※こども食堂＆学習支援（毎月第 2・4 木曜日、17 時半～20 時）
※学習支援（毎月第 1・3 木曜日、17 時半～20 時）

４ グループホーム太寿 活動状況報告・ヒヤリハット等の報告
※グループホーム担当者・・・

【入居申し込み状況】
平成 30 年 11 月 3 日時点で空床なし。10 月に入って申込みが 1 件ありました。現在の待機
者数は 2 件です。

【入居様の状況】
◇9 月は定期受診に加え、肩や足の痛み等で病院に行かれる方が 4 人ほどいらっしゃいました。
風邪をはじめとした内科的な体調不良に伴う受診がなかったのが幸いでした。
◇10 月は良い天気の日が続いたこともあり、ドライブや屋上・裏庭でおやつを食べる機会を作
り、楽しんでいただきました。
◇入居者様の実妹さんが 5 年ぶりに遠方から来阪され、久々に姉妹顔を合わせてとても喜んでお
られました。
◇11 月になると朝晩の寒暖差も激しくなり、風邪をひかれる方もおられました。他の方への感
染を防ぐため、症状のある方にはできるだけ自室で過ごしていただくようにお願いしました。そ

の後、症状も順調に回復し、数日後にはいつもの元気な姿になっておられました。

【最近の取り組み】
気候の良い季節となり、10 月はケーキ屋さんへの買い物やドライブ等を楽しんでいただきま
した。屋上でおやつを食べる機会が 3 回あり、温かい秋の日差しの中で、皆さんと一緒に食べる
おやつは格段に美味しい！と好評でした。
◇9 月 17 日は太寿全体の「敬老会」に参加しました。
◇10 月 15 日には“秋の大運動会”を開催しました。みなさんハチマキをして、玉入れやパン
食い競争など楽しまれていました。
◇毎月恒例となっている餃子レクも好評で、皆さんで作っていく工程と食べる楽しみを味わって
います。
◇地震を想定した避難訓練を実施しました。
◇10 月 30 日に、初の試みとなるハロウィンパーティーを行いました。入居者も職員も仮装し
おやつを配って楽しみました。
◇11 月 4 日の柏原市の花火大会を皆様一緒に鑑賞しました。季節柄、屋上は寒いので、3 階の
ショート空室を借りて、そこから綺麗な花火をたくさん見て、楽しい時間を過ごしました。

【今後の取り組み】
◇11 月 14 日

秋の遠足（ふたかみパーク公園・道の駅予定）

◇11 月 20 日

餃子レク

◇12 月（日は未定）

5

クリスマス会及び家族さんとの交流会

その他

要望・助言内容（主な事柄のみ掲載）
◇家族代表・・・
100 歳体操を太寿さんでされることになったと報告がありましたが、参加する要件や対象とな
る方を教えて下さい。
→（特養担当者）
参加するにあたっての要件は特にありません。地域住民の方であれば、どなた様でも参加する
ことができます。もちろん、近隣の太平寺や上市以外の地区の方でも参加できます。ただし、送
迎はありませんので、会場となる太寿にご自身の力で安全にお越しいただく必要があります。
◇家族代表・・・
100 歳体操実施にあたって、指導者の方はいらっしゃるのでしょうか？
→（特養担当者）
社会福祉協議会職員が 3 回目くらいまでは導入期間として関わって下さいますが、この事業は
基本的に地域住民主導で行われるものとなります。今後も地域の参加者主体で行っていく予定で
す。
◇地域住民代表・・・
これから寒くなってインフルエンザをはじめとした感染症の流行期となりますので、健康管理に

特に気を配られることと思います。こちらには常駐の医師のかたはいらっしゃるのでしょうか？
→（特養担当者）
常駐の医師はおりませんが、非常勤の医師を 2 名配置しております。週 3 回、太寿にて必要な
診察を行っております。医師の指示の下、看護職員が日常の健康管理や医療的対応を担っており
ます。
※次回の運営推進会議は、「1 月 8 日（火）午前 10 時 30 分～」の予定です。

