
             地域密着型サービス　運営推進会議報告　令和4年1月17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岡山県支部 坂本様

利用者家族代表 湯浅様

   利用状況

      Ｒ3　10月 Ｒ3. 11月 Ｒ3. 12月

　　（名） 　（名） 　（名）

登録者数 15 登録者数 16 登録者数 17

通所 11 通所 12 通所 13

宿泊 8 宿泊 10 宿泊 11

訪問 11 訪問 11 訪問 11

入院中 2 入院中 3 入院中 3

平均介護度 3 平均介護度 3.5 平均介護度 3.8

短期利用 1 短期利用 2 短期利用 1

令和3年10月～令和3年12月行事報告

10月6日 看多機の勉強会 11月2日 防火訓練 12月2日 カーテン交換

10月11日 のぞみイベント 11月8日 実習打合せ 12月3日～ 3年目実習

10月13日 カンファレンス 11月11日 実習受け入れ 12月7日 事例検討会

10月19日 地域清掃 11月15日 のぞみイベント 12月13日 のぞみイベント

10月20日 なんでも勉強会 11月16日 県実習施設調査 12月14日 地域清掃

10月21日 ピアノ鑑賞会 11月17日 なんでも勉強会 12月15日 なんでも勉強会

10月26日 保育園芋ほり参加 11月24日 看護部勉強会 12月16日 ピアノ鑑賞

運営改善会議 11月25日 感染勉強会 地域なんでも勉強会

10月27日 尿路感染 ピアノ鑑賞会 12月17日 キャンドルサービス

10月28日 岡山市実地指導 11月27日 看護研究発表会 12月21日 身体拘束勉強会

10月29日 施設1年点検 11月30日 高次脳障害勉強会 12月23日 ワクチンｗｅｂ研修



自己評価

コロナ感染の渦のなか、大きなトラブルもなく、営業も継続できている。まだまだ終息の

めどはたたず、これからもより強固な感染対策に努める必要がある。

今年度利用登録者は、施設入所、看取り等、途中登録中止となったケースを含めても、まだ

まだ、目標数に至っていない。施設の利用方法など周知できていないことが多いと思われる。

法人内、法人外の入退院サポートセンター、外部の居宅支援事業所への紹介は行っているが

希望される方が利用に結びつかない。その理由として遠方にて送迎範囲を超える、長期泊

まりの希望等等、限られた資源の中で、ご要望にお応えできないケースが多く申し訳

ない気持である。地域密着型施設として、在宅と施設の中間的役割の難しさを痛感している。

今後の目標

感染対策に努め安心して利用して頂ける施設としたい。看護師が常駐している施設という

特徴を活かした。健康相談、体調管理を充実させていきたい。

地域に根差した施設として、近隣の方へのアプローチを強化し、より身近なものとして感じ

て頂けるよう啓発活動に努め多くの人に利用して頂ける施設を目指したい。

職員数は充実してきたため、今後のサービスの質の向上にむけてさらなる努力が必要と考え

る。職員への研修、勉強会を充実させ看護、介護の知識、技術の向上に努めていきたい。



10月イベント
のぞみ運動会

イベント昼食はお弁当



11月イベント
スイートポテト作り

お誕生日 おめでとう

皆で
おいしく
いただきました💛





～もう1つの我が家をめざして～
令和３年10月～12月の活動報告

グループホーム まこと



＜芋ほり交流会＞

１０月博愛会保育園の園児と芋ほり交流会をしました。
園児は元気いっぱいで、大きな芋が掘れると見せに来てくれ、園児の姿を眺めてはみなさん終始笑顔でお話
をされていました。
日々の生活の中では、窓から見える園児に手を振られたり、園庭で遊んでいる園児の方から声をかけてくれ
る姿もあります。新型コロナウイルス感染症のため、園児との交流が出来ていない状態ですが、今後も機会
を設け交流をしていきたいと思います。
掘れた芋は、芋ご飯、スイートポテトになりました。



＜紅葉ドライブ＞

11月天気が良く暖かい日に紅葉ドライブに出かけられました。
岡山市内を車でドライブや護国神社、曹源寺を散策されました。
「きれいだったよ」「外へ出れて気持ちが良かった」「また、行きたいわ」など帰って来られるとお話を
されていました。



＜クリスマス会＞

１２月２４日さくらユニット、１２月２５日そらユニットでクリスマス会を開催しました。
おやつの時間には、各ユニット職員の手作りのケーキとシャンメリーがでました。
「子供が小さい時には家でもしていたわ」「ケーキが美味しい」「久しぶりに炭酸を飲んだわ」等お話をさ
れ和やかな会となりました。



＜行事食＞

１２月の行事食は、おでん、お好み焼き、年越そばが出ました。
少しずつですが、みなさんからリクエストをいただいた食事やおやつを提供できるように取り組んでいます。



＜避難訓練＞

11月２日ミッションハウス合同避難訓練を実施しました。
実際にさくらユニットの入居者７名の方が避難されました。
みなさん慌てることなく、職員の声掛けのもと非常階段を使い1階へと降りられました。
職員は１つ１つの動作、職員間の声掛け、各階への連絡、消防署への連絡の仕方について確認をしながら
実施しました。
まことは、オール電化になっており、直接火を使うことはありませんが、いつ、どこで火災が起こるかわかり
ません。訓練を繰り返し実施し、冷静に適格な対応ができるように取り組んでいきます。



＜介護ロボット＞

岡山市の推進事業の取り組みとして、11月８日から１月３１日まで介護ロボットパロを利用しています。
介護ロボットパロとは、アザラシの形をしたロボットです。
犬や猫を飼いたいけれど介護施設ではなかなか飼う事が難しい、アレルギーがある方でも触ってもらうことが
でき、触れ合うことで「元気がでる」「気持ちが穏やかになる」等アニマルセラピーと同等の効果が得られる
とされています。
利用はじめはみなさん驚かれていましたが、「アザミちゃん」「ごまちゃん」「コロナちゃん」とそれぞれ名
前を付け触られています。



令和 4年１月 17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 

         地域代表 認知症の人と家族の会  

岡山県支部              坂本様 

            入居者家族               横山様                      

      

＜入居者状況＞ 

 入居人数 平均介護度 入院 

 １０月 １１月 １２月 １０月 １１月 １２月 １０月 １１月 １２月 

さくら ８名 ８名 ８名 2.0 2.0 2.0 １名 １名 ０名 

そら ６名 ７名 ７名 3.0 3.0 3.0 ２名 ３名 ４名 
 

 

退院：  11月さくらユニット １名 

     １２月そらユニット ３名 

＜令和３年１０月から１２月行事、勉強会報告＞ 

（１０月） 

１０月１３日  誕生日会 

10月１９日 地域清掃活動 

   10月２０日 岡山市実地指導 

なんでも勉強会 

行事食 

   １０月２６日 博愛会保育園と芋ほり交流会 

           医療安全委員会 

ミッションハウス運営改善会議 

  １０月２９日 ミッションハウス設備１年点検   

           経営会議 

  



 （１１月） 

  １１月 ２日 ミッションハウス合同避難訓練 

  １１月１６日 地域清掃活動 

   １１月１７日 なんでも勉強会 

  １１月２０日 行事食 

 １１月２４日 イレウス勉強会 

   １１月３０日 高次脳機能障害勉強会 

           医療安全委員会 

（１２月） 

１2月１３日  誕生日会 

12月１4日 地域清掃活動 

１２月１５日  なんでも勉強会 

１２月１７日  キャンドルサービス、キャロリング 

１２月２０日  行事食 

12月２１日  身体拘束勉強会 

   12月２4日 さくらユニット クリスマス会 

           創立記念式典 

   １２月２５日  そらユニット クリスマス会 

   １２月２８日  医療安全委員会 

 

＜自己評価・今後の目標＞ 

   １０月に入りコロナの感染者数も減少し、距離をとりながら博愛会保育園の園児との芋ほ

り交流会を行った。みなさん表情良く終始笑顔で園児とお話をされ楽しまれていた様子だ

った。状況をみながら今後も博愛会保育園の園児と交流の機会を設けていきたい。 

１０月末よりインフルエンザ予防接種が始まり、入居者、職員の接種が終わっている。 

  また、１月の下旬より職員、入居者の方のコロナウイルスワクチン接種３回目が始まって 

いる。１１月中旬から１月４日まで面会規制の緩和を行っていたが、オミクロン株による急激

な感染者数増加に伴い再度面会は原則禁止としテレビ電話を使っての面会へと変更して

いる。職員は、マスクの着用、不要不急の外出は控える、手洗い、アルコール消毒を徹底し

ている。まこと内では、１時間毎の換気、アルコール消毒、手洗い、可能な方はマスクの着用

をお願いしている。入居者、家族の方には、迷惑をかけますが、まこと内の感染予防対策に

理解と協力をお願したい。 

 開設し１年が経過し岡山市からの実地指導があり、日頃の取り組みや業務やマニュアル、

防災訓練ケアなどの見直しすることができた。指導があったことや１年間の取り組み、経験

をもとに体制を整え、認知症に関する知識を深め、入居者の方に楽しみを持って生活して

もらえるよう毎月、季節ごとの行事を計画していきたい。 



第 7 回運営推進会議結果 

  

＜ご家族様より＞ 

 

看護小規模多機能型居宅介護のぞみ 

評価 

いつもお世話になりありがとうございます。 

先日、日曜日の朝の事、以前からぐらぐらしていた歯を母が間違って飲んでしまい 

びっくりした私は、すぐにのぞみさんに連絡をとったら来てくださいました。 

そして、帰りに「夜中でも、いつでも変わったことや不安なことがあれば連絡下さいね」 

と優しくいって下さったことに本当に心強さを感じました。これからも、どうぞよろしく 

お願い致します。 

ご要望 

10 月イベントの運動会や芋ほり参加も楽しそうですね。11 月イベントのスイートポテト作

り、皆さん大きな口にほおばって美味しそう。12 月はクリスマス会で、皆さんサンタにな

って可愛いですね。スタッフの皆様ご苦労様です。そこで、お願いですが、ベッドで横にな

っている方々のお顔がもう少し見えると嬉しいです。よろしくお願いいたします。 

助言 

特にありません 

 

グループホーム まこと 

評価 

 入居者の方の人数、介護度、入院などがひと目で分かり、状況把握しやすかった。 

毎月、いろいろな行事や勉強会が行われ、入居者にとって過ごしやすく、居心地の良い「も

う一つの我が家」を目指して、様々な活動をされていることがわかりました。 

ご要望 

 勉強会の内容を家族も少し知ることができると嬉しいです。 

毎月、行事の様子を写真で知らせて頂けるのは、とてもありがたいです。家族で共有をして

います。 

面会がテレビ電話ですが、遠方に住んでいるため、施設に来れない場合も LINE などで面会

が出来ると助かります。 

助言 

 特にありません。 



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 

               

  

看護小規模多機能型居宅介護のぞみ 

評価 

市内のコロナ感染クラスターが多く発生している中、感染対策を徹底し営業が継続できて

います。在宅と施設の中間施設として、感染対策、衛生管理とサービスの質の向上について

努力されている結果と思います。 

ご要望 

特にありません。 

助言 

看護師が常駐し安心して利用して頂ける在宅と施設の中間施設として、どのように感染対

策を徹底しているのか外部に発信してもよいのではないでしょうか。 

 

 

グループホーム まこと 

評価 

 コロナ感染対策としてテレビ電話を使って入居者さまとご家族の面会交流を実施されて

います。 

 ３回目ワクチン接種も進んでおり、感染予防対策にも気を付けながら入居者さまに楽し

みを持って 

過ごしていただけるよう工夫されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



認知症の人と家族の会 岡山県支部   坂本様  

              

看護小規模多機能型居宅介護のぞみ・グループホームまこと 

 

評価 

コロナ渦の中、運営推進会議の書面開催の資料、拝見いたしました。コロナ感染が猛威を

振るい中、様々なイベントや行事、外出支援や家族との面会などを制限せざる負えない状況

が続いていますが、その中で利用者様の生活が豊かになるように創意工夫されている様子

が活動報告を通してよく分かります。園児との交流、介護ロボットの利用等、利用者様の笑

顔が印象的でした。これからも利用者本人や家族の意見や提案をしっかり聞き取って運営

に反映させて下さい。 

ご要望 

要望ではありませんが、看多機のぞみさんのような施設がもっと増えると共に、医療的ケア

が必要な人も安心して在宅生活が継続できるようになればと思います。 

しかし、現実的には一般の小規模多機能より利用料が高い面と、訪問看護もある等のメリッ

トがまだまだ利用する側に浸透していないので啓発も必要かなと思いました。 

 また、機能訓練（リハビリ）ではどのような取り組みをされているか、理学療法士や作業

療法士が担当するのか等、情報もあったらいいなと思います。 

助言 

 自己評価の文面の中に「岡山市の実地指導による助言で、日頃の取り組みや業務、マニュ

アル、防火訓練ケアなどの見直しをする事が出来た」とありますが、具体的にはどのような

見直しや改善をされたのか一例（日頃の取り組みや業務など）があればもっと分かり易いと

思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜地域代表 岡山博愛会保育園長＞  

              

看護小規模多機能型居宅介護のぞみ ・グループホーム まこと 

評価 

 どちらの事業所もご利用者の表情が明るく、職員の方と信頼関係が結ばれていること

が伺えます。それぞれのイベントも充実していて皆さんとても良い笑顔でした。  

ご要望 

 芋ほり交流ではありがとうございました。子供たちも掘ったお芋さんを見てもらうこと

でとても満足していました。それぞれの事業所で工夫され召し上がっていただきとてもう

れしく思います。要望というより、私の反省ですが、いろんな形で食していただいたことを 

子供たちに知らせてあげれば良かったと思いました。そういった日にリアルタイムでお話

できたら会話が広がるかなと思いました。今年もよろしくお願いします。 

助言 

 新型コロナウイルスの感染が拡大している中ではありますが、閉鎖することが出来ない

必要とされている事業所です。職員の皆様、お疲れを出されませんようにご健康を心より 

お祈り申し上げます。 

 


