
 

 

 

小規模多機能ホーム福ちゃんの家 

平成 30年度 第 1回 運営推進会議 

 

開催日時 平成 30年 5月 12（土） １４：００～ 

開催場所 福ちゃんの家 2階コミュニティルーム「TSUDOI」 

 

運営推進委員 

下荒井町内会長 堀江 達郎 様  

下荒井地区民生委員 吉野 洋美 様(欠) 渡邊 牧子 様 

七郷地域包括支援センター 所長 矢野 直美 様 及川 様 

すず薬局六丁の目店 柳 利樹 様 山内 貴裕 様 

堀田 修クリニック 大山 道雄 様 村上 緑 様 

福ちゃんの家 利用者家族代表 武田 信夫 様 遠藤 久一 様 

福ちゃんの家 職員 叶内 亜紀 堀田 茉佑 

   

 

 

     議  題 

１、 福ちゃんの家より報告 

２、 サービス評価について 

３、 下荒井町内会様より 

４、 七郷地域包括支援センター様より 

５、 民生委員様より 

６、 すず薬局様より 

７、 堀田 修クリニック様より 

８、 その他 報告・連絡 など 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１、福ちゃんの家より報告 

 

（１） 事業所の登録状況 （平成 30年 5月 10日 現在） 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

男  性 0名 0名 6名 0名 0名 0名 0名 

女  性 0名 0名 7名 5名 4名 2名 0名 

合  計 0名 0名 13名 5名 4名 2名 0名 

      合計  25名登録 ・ 平均要介護度 1.7 ※1名申請中 ※要支援者は含まず 

    自費利用：要支援１-男性 2名 

         要支援２-男性 1名・女性 1名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 利用契約終了 

●S.t様…通いを中心に利用。自宅にてご逝去。 

●H.y様…長期宿泊利用。娘様宅近くのグループホームに空きがあり入居となりました。 

●T.m様…宿泊・通いを中心に利用。脳出血あり救急搬送。退院後もともと申し込まれていた 

     特別養護老人ホームに入所予定との事で利用終了。 

●K.f様…通い・泊まりを中心に利用。かねてよりご家族様から施設入所の希望あり、介護老人 

     保健施設入所となりました。 

●S.k様…通い・訪問を中心に利用された後冬場より長期宿泊。在宅での介護が難しいとの事で 

     介護老人保健施設入居となりました。 

・ 新規利用契約 

●K様(要介護 2・女性)…若林病院退院後県外在住の息子様がお仕事をお休みして支援し在宅生活を

していました。息子様から相談あり、独居生活への移行のため週 3回の通

いと毎日の訪問を現在活用しています。 

●E様(要介護 1・女性)…ご自宅にて、夜間に妄想のような言動多く聞かれるようになり、七郷地域
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包括からの紹介にて平日訪問土曜日通院介助にて利用開始となりました。 

●M 様(申請中・男性)…若林病院に入院された後、食欲がなくなった、おかしなことを言うように

なった等あり遠見塚包括より紹介。退院後週 3回通いで利用開始となりまし

た 

●W様(要介護 1・男性)…老健入所していましたが、本人・家族の希望で在宅復帰。 

在宅生活継続の為、週 2 回の通いと朝 7:30・夕 17:15 それぞれ 15～30

分程度訪問を活用し、日常生活の支援(更衣介助・食事の声掛け等)を行っ

ています。※詳細事例紹介欄 

 

 

（２） 事業所の事故報告（平成 30年 3月 10日～平成 30年 5月 12日） 

上記期間での事故報告について報告いたします。 

事 故 項 目   

転倒 ・ 転落 1 宿泊中、お一人で離床しようとされ、布

団を巻き込みつつ転落。 

誤飲 ・ 誤嚥   

切 傷 等 1 爪切り時切りすぎて出血。 

そ の 他   

車 輌 事 故   

 

ひやりハット報告 

ひやりハット  5件 転倒・転落のおそれ 3件 

誤薬のおそれ・内服関係 1件 

入浴 1件 訪問送迎 0件 

誤嚥・異食のおそれ 3件 

 

（３） 事業所活動報告 



 

 

（４） 新入職員紹介 

氏名 資格 入職日 

高橋 沙保香 介護福祉士 平成 30年 4月 1日 

坂本 健太郎 介護福祉士 平成 30年 4月 1日 

阿部 多恵 介護福祉士 平成 30年 5月 1日 

 

（５） 事例報告 

W様 

●利用開始までの経過 

老人保健施設に入所されていましたが、落ち込みあり、自殺未遂の経過あり、地域包括矢野様より

相談。本人・家族より自宅に戻ろうと検討しているとお話あり、小規模多機能で訪問・通いを活用

しながら在宅生活を支援していく運びとなり利用開始。 

●支援内容 

通い：週２(火・金)  

訪問：(月)(水)(木)(土)朝 7:30～8:00の間の 15～30分程度 

内服確認・朝食確認・曜日によって洗濯・掃除等 

   (月)(水)(木)(日)夕 17:00～17:30の間の 15～30分程度 

更衣介助・戸締り・居室整理・曜日により通いの準備等 

●現在まで 

通い時には積極的に体操や余暇活動に参加。よく体操をするスタッフを「体操のお兄さん」と言い

積極的に声を掛けられる様子あり、他者とのコミュニケーションも良好に行えています。ご自分で



色々決めたり知りたい様子で、「ここは何人くらい泊まれるんですか」「この施設はどういう仕組み

の施設何ですか」と積極的にスタッフにも聞いて来られたりしていました。訪問時にもスタッフと

の世間話が楽しいようで、掃除や洗濯中スタッフと共に移動されお話をされる様子あります。 

お気持ちも安定され、お食事も進むようで「最近家でのご飯もおいしく感じるようになりました」

とお話がありました。 

●今後の課題として 

曜日や時間の混乱が見られ、夕方の訪問時に「これから通い」と認識される事があったり、着衣失

行から着衣が不十分であったりしています。また、気温が高い日にも「寒いね」と言いストーブや

エアコンをつけたままにしている事がある為、これからの時期は脱水や急激な体調の変化にも注意

しながら対応をして行く予定です。 

 

◎サービス評価について 

 消防計画が地域の消防計画とうまく擦り合わさっていない状態であり、協力体制が築き辛い状態 

 今度消防の合同訓練を行うのでその時にぜひ参加してほしい 

◎下荒井町内会長 堀江様 

 子供たちの学習支援・勉強会について、ぜひ地区長さんに伝えながら行って欲しい。 

 その他何かある時には声かけてもらえれば協力できるので。 

 また、６/10 9：00から七郷公園草むしり、8/4盆踊りがある。ぜひ参加を。 

 その他、他事業所に比べ、挨拶が良い。今後も継続して下さい。 

◎民生委員 渡邊様 

 6月の第三週より 75歳以上のお宅の全戸訪問がある。下荒井で 170名くらい。 

 その中で身体の事や困りごとを伺う。最近はご夫婦のみやお一人の方も多い 

 生活面での不安も増えてきており、若林区内での生活保護受給者の数も増え現在 1860世帯。 

 今後ますます増えるかもしれません 

◎すず薬局 山内様 

 今度下荒井老人クラブで 2年ぶりにお話をさせて頂く。今後も機会を見て実施予定 

◎堀田修クリニック 大山様 

外来に来られている方でも支援があった方が良い人は多くいる。どこに相談したらいいか分からない、し

たらいいんじゃないかと言う人も多い。困っている人は多いが行動するのに足が弱かったり。すべてには

難しいが患者さんで必要な方には声を掛け、包括に繋げている。どうしたらいいか分からない人は、何も

知らない、だから分かる人に繋げる事が大事。 

  ◎堀田修クリニック 村上様 

病院に来られる方に対して、家でどんな風に暮らしているのかを全スタッフが意識できるように働き掛

けしている。また気になる事についてスタッフからの声掛けで NG でも DR からの声掛けなら OK な方

もいる。連携してやっていく 

  ◎七郷地域包括センター 矢野様 

昨日ケアマネ管理者交流会があった、ケアマネに関する相談が多く、ケアマネに対する苦情や事業所への

苦情が増えて来た。 

介護予防教室は 5/17に六丁の目教室あり、葵会の OTを招いて実施予定。 


