
             地域密着型サービス　運営推進会議報告　令和3年10月30日

    事業所名　・・・　看護小規模多機能型居宅介護のぞみ　

    サービス種類・・・複合型サービス

    開催・・・・・・・書面での報告

   報告者　・・・・・看護小規模多機能型居宅介護のぞみ管理者　　　谷口

岡山市中区地域包括支援センター中区分室旭東地区担当

　報告先 射矢様

地域代表者　岡山博愛会保育園長 石田様

認知症の人と家族の会 福本様

利用者家族代表 湯浅様

   利用状況

      Ｒ3.　８月 Ｒ3. ９月

　　（名） 　　（名）

登録者数 15 登録者数 15

通所 11 通所 10

宿泊 8 宿泊 9

訪問 6 訪問 6

入院中 3 入院中 4

平均介護度 3.2 平均介護度 3.2

短期利用 1 短期利用 1

令和3年8月～令和3年9月行事報告

8月 9月

　　　4日 防火設備点検 1日 送迎打ち合わせ

5日 家族見学 6日 実習打ち合わせ

10日 8月イベント 8日 栄養士訪問

　　　11日 栄養士訪問 9日 栄養士訪問・バイオリン鑑賞

19日 ピアノ鑑賞 13日 9月イベント

24日 医療安全会議 16日 ピアノ鑑賞

運営改善会議 21日 災害訓練

30日 22日 誤嚥性肺炎勉強会

31日 28日 医療安全。運営改善会議

自己評価 新型コロナウイルス感染について職員家族での感染者があったが、保健所の指導のもと

職員、利用者にPCR検査を行い全員陰性にて感染の広がりもなく営業を中止する事もな

かった。日頃の施設での感染対策の評価につながったと思う。

利用者家族、職員家族へも、感染対策の指導を徹底するよう努めていきたい。

　利用者の様子は、ユーチューブを使った体操や、間違い探しなどで、楽しみながらの

認知症対策・老化予防に努め、散歩にお誘いするなどして、下肢筋力アップに努めている。

今後の目標 勉強会への参加や防災訓練、イベントの開催など、コロナ下ではあるが、行事が充実して

きている。更なる感染対策を徹底し、職員の知識、技術の向上と、利用者の安全対策を厳

守するとともに利用者への満足度を高める活動をしていく。

地域に向けて、広報活動に勤め看護小規模多機能型居宅介護のぞみの,活動内容や利用方法

を多く方に知ってもらい、利用い繋げられるよう努めていく。

結核勉強会

経営会議



8月イベント
ボールすくい

お誕生日🌼

おやつはかき氷

手作り灯篭を灯して、
ひと時、思いをはせま
した。



9月イベント

敬老の日



令和３年 10月 30日 

地域密着型サービス  運営推進会議報告 

事業所名・・・・・・・グループホーム まこと 

サービス種類・・・認知症対応型共同生活介護 

開催・・・・・・・・・・・新型コロナウイルス感染予防として書面で報告 

 

報告者    グループホーム まこと        泉 

報告先    岡山市中区地域包括支援センター 

中区分室 旭東地区担当     射矢様 

         地域代表 博愛会保育園園長   石田様 

         認知症の人と家族の会         福本様 

            入居者家族               大西様                      

      

＜入居者状況＞ 

 入居人数 平均介護度 入院 

 8月 9月 8月 9月 8月    9月 

さくら      ８名 8名 1.8 1.6 0名 0名 

そら     ５名 ６名 3.0 3.0    0名 0名 

 

＜令和３年 8月から 9月行事、勉強会報告＞ 

（8月） 

 8月１０日 カレー作り 

 8月１8日 なんでも勉強会 

 ８月２０日  行事食 

 8月２４日 ミッションハウス運営改善会議 

 ８月３１日 結核勉強会 

  

 （9月） 

 9月１日  災害対策勉強会 

 ９月６日  行事食 

 ９月１５日 なんでも勉強会 

 ９月１６日 外部評価 

 ９月１７日 バイオリン演奏会 

 ９月２０日 敬老会 

        行事食 



 ９月２１日 災害訓練（搬送訓練） 

 ９月２２日 誤嚥性肺炎勉強会 

 ９月２８日 ミッションハウス運営改善会議 

        リーダー会議 

 

＜自己評価・今後の目標＞ 

 ８月、９月岡山県内で新型コロナウイルスの感染者数が増加し、まこと内での感染対策を再

度徹底している。１日３回手すりやドアノブ、テーブル、机などの消毒、こまめな換気、入居者

の方には可能な限りマスクの着用をお願いしている。また、職員は不要不急の外出はしない、

体調が悪い時には出勤しないこと、検温、手洗い、手指消毒を実施することを徹底している。 

新型コロナウイルス感染者が減ってきているが、引き続き面会については、テレビ電話での面

会をお願いしたい。 

 ９月は、防災の日もあり、水害時の情報収集、連絡方法について伝達研修、災害避難訓練

としてシーツを使った搬送、シーツともの干し竿を使った簡易担架の作成と搬送について訓

練を実施した。介助する人数やシーツを持つ場所、進行方向、声掛けなど確認をしながら行

った。地域防災マップでは、まこと周辺の洪水浸水想定は５０㎝となっているが、いつ災害が

起こるかわからないため、どんな時も慌てず冷静に対応ができるよう、繰り返し訓練を行い

習得していきたい。 

 ９月１６日に外部評価機関 One More Smile より２人の調査員の方が来られ、まことの

運営や活動の報告を行った。５５項目の質問事項に対し自己評価を行い日々のケアや運営

について振り返る機会となった。調査員の方よりそれぞれの項目についてアドバイスをもらい、

そのアドバイスをもとに目標達成計画を作成している。現在、地域の方とのかかわりが少な

いため、地域活動への参加や地域との繋がりを増やせるように取り組むこと、入居者の方に

まことでの生活を楽しんでもらえるよう、日頃の会話から希望や要望を聞き、実現できるよう

取り組んでいきたい。 

  

 



～もう1つの我が家をめざして～
令和３年8月～９月の活動報告
グループホーム まこと



＜カレー作り＞

８月１０日さくらユニットでは、夏野菜いっぱいのカレーを作りました。
みなさん手際よく下ごしらえをされ、具だくさんのカレーが完成しました。
「子供に作ってたわ」「今日は、いつもよりたくさん食べた」「美味しかったよ」など
お話をして下さいました。



＜敬老会＞

９月２０日敬老会を開催しました。卒寿の方お一人、米寿の方がお二人おられました。
みなさんに日頃の感謝を込めて表彰状を送られていただきました。
みなさん、いつもありがとうございます。
この日は、昼食にお祝い膳と紅白饅頭がでました。



＜敬老会＞



＜お月見会＞

９月２８日そらユニットでは、お月見会をしました。
お抹茶と手作りの団子を食べられました。
この日は、あいにく月は見られませんでしたが、旭川で花火の打ち上げがあり、「久しぶりに花火をみるわ」
「きれいじゃね」と大変喜ばれていました。



＜防災訓練＞
シーツを使った搬送

９月１日防災の日に、災害時の情報収集や連絡方法について伝達講習をしました。
水害時、看多機のぞみ、まことの入居者の方は３階へ垂直避難となっています。
旭東学区の地域防災マップ（洪水・土砂災害）でまこと周辺を確認し洪水浸水想定区域５０㎝未満となって
います。災害時慌てることなく対応と避難ができるよう繰り返し実施していきたいと思っています。
９月２１日ミッションハウス合同で災害訓練を行いました。
今回は、シーツを使った搬送、シーツと物干しざおで簡易担架を作り搬送訓練を実施しました。
職員が入居者役となり１階～３階まで階段を使っての搬送をしました。



搬送する側、搬送される側がともに負担とならないような安楽な姿勢の確認、安全な搬送について確認し、
搬送のタイミングはいつが良いか、搬送の際に混乱や体動がある場合はどのように対応していくか、
身体が大きい方の搬送はどのようにしたら良いかなどの意見もでました。
今回の意見をもとに、次への訓練へと繋げていきたいと思います。

＜防災訓練＞
簡易担架を使った搬送



第 6 回 運営推進会議結果 

令和３年 11 月 10 日 

＜ご家族様より＞ 

看護小規模多機能居宅介護 のぞみ について 

評価 

 いつもお世話になりありがとうございます。 

PEG の母のお世話は、本当に大変なので、職員の皆様には心より感謝申し上げます。 

一年を通して折々に色々なイベントをして下さり、母は、積極的な参加はできませんが、手作りの品やそ

の時のベストショットを下さるので、とても気持ちがほっこりします。 

ありがとうございます。 

また、コロナの渦で、感染の職員さんは出ましたが、拡大することなく、職員や利用者の方、その家族へ

の日頃からの感染対策の指導も出来ていて、評価は高いと思います。 

これからもよろしくお願いします。 

 

ご要望 

これからも「のぞみ」を利用したいのでどうぞよろしくお願い致します。 

 

助言（お願い） 

ドライバーの方へ 

いつも安全に送迎して下さりありがとうございます。家の前の道路が狭くて申し訳ありませんが、出来

るだけ端に停車していただけたら助かります。よろしくお願いします。 

 

 

グループホーム まこと について 

評価 

 コロナ禍の中、皆様の日々のご尽力に深く感謝申し上げます。 

開所から約１年を経過し、所期の目的通りにはいかない厳しい環境にもかかわらず、多大な配慮を頂い

ております。（介護、医療、看護、全ての面で） 

 

ご要望 

 １日でも早く（with コロナの中でも）自由に外来ができることを望んでおります。 

  

助言 



＜岡山博愛会保育園園長＞ 

看護小規模多機能型居宅介護のぞみについて 

評価 

 月イベントの写真は、毎回利用者の皆様がとてもいい笑顔をされています。 

季節ならではの事を取り入れ工夫をされていることがよくわかります。 

また、コロナ禍ということで健康面ではより一層気を配られていることで感染の広がり無く、 

日頃からの感染対策の結果だと思います。 

   

ご要望 

 今後とも利用者さんの笑顔を大切にサービスを提供して下さい。 

 職員の皆様のご健康をこころよりお祈りいたします。 

   

助言 

  目標にある、活動内容や利用方法を知って頂く方法は、具体的に何か考えていらっしゃる 

  のですか？とても良い事業だと思うので、たくさんの方に知って頂くよい手段があれば 

  いいですね。 

 

 

グループホーム まことについて  

評価  

 活動報告からいつも感じるのは、季節に因んだことを上手く取り入れられ、利用者さんがとても 

喜ばれていることが伺えます。また、防災訓練ではシーツを使った搬送の講習もされ、災害に 

備えられているのはとても大切なことと思います。 

   

ご要望 

 地域活動への参加や地域との繋がりを増やせる取り組みをこれから考えていかれることですが、 

コロナが落ち着きイベント等も行える状況になった場合は、保育園も何かお手伝いできることが 

あれば．．．と思います。 

 職員の皆様のご健康をこころよりお祈りいたします。 

  

助言 

  フェイスタイムでやりとりをと思っているのですが、なかなか進まずすみません。 

  また、相談させてください。よろしくお願い致します。 

 



＜岡山市中区地域包括支援センター 中区分室 旭東地区担当＞ 

 看護小規模多機能居宅介護 のぞみ 

評価 

 R.3.２月に比べ、９月は登録者数１０⇒１５、通所利用者７⇒１０、宿泊者数５⇒９と増えています。 

 会議やイベントも増えている中で、職員の方一人ひとりの知識や技術の向上にも熱心に取り組まれ 

 ていると思います。 

   

 要望 

  開設１周年を迎えられ、おめでとうございます。 

  コロナ感染状況が落ち着いてきたので、感染対策を徹底しつつ対面での運営推進会議の開催を期待

しています。 

   

 助言 

  特にありません。 

 

グループホーム まこと 

評価 

 外部評価結果報告を拝見しました。 

 入居者の満足度や職員の方の対応、居室の様子が高く評価されていました。 

 今後の課題の「地域活動や交流の機会を増やす」について、包括として協力できることがあれば情報共

有していきたいと思います。 

 

要望 

 開設１周年を迎えられ、おめでとうございます。 

 コロナ感染状況が落ち着いてきたので、感染対策を徹底しつつ対面での運営推進会議の開催を期待 

しています。 

 

助言 

 特にありません。 

 

 

 

 

 

 


