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認知症対応型通所介護事業所
第3回

運営推進会議

練馬の丘キングス・ガーデン

デイサービス

議事録

日程：平成 31 年 3 月 15 日（金） 10：30～11：20
場所：練馬の丘キングス・ガーデン 3 階集会室
1、 運営推進会議メンバー紹介
・練馬区介護保険課事業者指定係

月橋様

・練馬包括支援センター（練馬・向山地区担当）土方様
・民生委員 竹谷様
・練馬の丘キングス・ガーデン施設長

栢沼

・練馬の丘キングス・ガーデン 居宅介護支援事業所 ケアマネジャー 加藤
・練馬の丘キングス・ガーデン デイサービス介護職員 近藤
・練馬の丘キングス・ガーデン デイサービス管理者 太田
ご利用者ご家族様は都合がつかず欠席のご連絡を頂いています。
2、 事業報告
・利用状況
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前回 9/13 に報告した以降の状況ですが、8 月に 23 名の登録人数から、8 名中止（入所小規模多
機能・GH・入院・短時間デイへ）10 名新規のご利用があります。ショート利用のための欠席理
由の方が多く、この期間体調不良でお休みされた方は少なかったため利用率が高くなりました。
施設では 10 月～3 月まで感染症まん延防止強化期間としており、熱や嘔吐があった方の対応は
様子観察や感染症対応として消毒を行う等行いましたが、今年は寒い時期に体調を崩される方
が少なく大流行しましたインフルエンザによる欠席者がいらっしゃらなかったことは、スタッ
フ一同大変嬉しく思っております。
要介護度別

要介護 1・・・20.5％

要介護 2・・・42.9％

要介護 3・・・17.3%

要介護 4・・・14.8%

要介護 5・・・4.5%
・男女別

男性 4 名

女性

・平均利用回数 平均 2.4 回

要支援の方は開設時より利用なし。

21 名
→半年前は 2.5 回でしたのでほぼ変わらずです。
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・職員状況
2 月にケアワーカー１名ずつの入退職者がありました。機能訓練指導員は１名が 3 月より産休
に入るため１名を増員しています。また、ご利用者も増えましたので 3 月より 4 時間勤務（10：
30-14：30）のケアワーカーを１名入職しています。
3、 活動状況
・レクリエーションや行事の様子（プロジェクター）
1 日の様子、レクリエーション、行事など
役割を持って笑顔で過ごして頂けるようにケアを行っています。
・2 月～ご利用の男性・・・
「家に一人で居られるのにデイに居る意味が解らない。
・騙されてい
る気がする。」
「帰りたい」とそわそわされます。普段はとても穏やかな方・主治医よりデイを
進められご利用となりましたが、ご本人の気持ちを尊重し早帰りを含めて対応しています。
体操やボール投げはにこやかに参加される事を発見できたことは良かった。
・弱視の女性・・・職員が寄り添い体操をしたり・カルタは上の句を読み上げると下の句を言わ
れたり・自営業をされそろばんを使われていたからか計算問題を読み上げると解く事ができ
る事が解ってきました。
個別ケアの難しさもありますが、デイサービスの大切さも感じています。
4、 その他の報告
【事故・ヒヤリハット・苦情報告】
・事故 1 件・・・椅子に座り損ねて転倒

外傷なくそのままご利用頂いた

・ヒヤリハット 4 件・・・ご家族が薬の準備忘れ（2 件）
・・・お迎え時に確認が必要
水分摂取制限忘れ（1 件）
・・・トータルでは範囲内だが小分けし
ての提供ができなかった。ご家族にお詫びも申し送る。
湯船を張った後の施錠忘れ(1 件)
・苦情 0 件
【デイ会議】
・毎月１回（理念の学び・ケアについて・事故・ヒヤリハットの再検・勉強会など）
【外部研修】
・11/16 練馬防災カレッジ 事業者向け防災講習会・・・太田
・11/17・2/14 生活保護制度と低所得者施策（全２回の連続研修）
・・・近藤
・2/14 社会福祉法人の地域における公益的な取り組み 実践発表・・・太田
【内部研修】
・介護技術研修
・10 月末吐物処理法（新人職員向け）
・11/8 認知症の学び・11/29 感染症
12/19 身体拘束・虐待防止・個人の尊重

3/2 事故発生予防と再発防止
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・避難訓練
9/20 総合避難訓練（屋外避難の実施・避難経路確認・隊長への報告手段の確認）
3 階からベランダから１階の隊長までの報告は騒音で声が通り難い事が予想され拡声
器を設置。
【地域の方との交流】
練馬の丘キングス・ガーデンのテーマ
～地域の方と一緒に利用者とそのご家族も元気になれる場所～
デイサービスご利用者との交流
・9/3（月）スタバが来るよ。全員集合。 コーヒーのテイスティングと合唱
・10/6（土）おかへおいでよ！地域交流フェスティバル（宝さがし・カフェ＆コンサート）
・10/6（土）午前中に練馬保育園の運動会を見学
その後 おひさま公園の帰りに寄ってくださって、子供の力はどんなレクリエーションにも
かなわない力がある事を感じました。現在はインフルエンザが流行りましたので 4 月頃から
再開できるのではとお待ちしています。
・機能訓練の一環として近所に外出（初詣・花見）現在のイベントやプログラム
・ホサナショップ出張販売（月 1 回 12：00-14：00）
・高齢者筋力向上トレーニング事業（年３教室・練馬区の委託事業）
・高齢者筋力向上トレーニング事業修了者対象の開放（週２回・16：00-16：30）
・光が丘第一中学校職場体験（10/9）
今後の予定
・街角ケアカフェに参加

（こうせい文化会館）3/18

・こども食堂（3/18） 子供だけではなく、地域の方々の居場所作り、孤食の解消・見守り
による困窮している世帯の一助となる事を目的に対象は「どなたでも」といたしました。
こども食堂開催に当たり、近隣の「ふろしキッチン」さん、桜台こども食堂を見学させて頂
き、連携し、必要としている方達に来て頂けるようチラシを置かせてお互いに置かせて頂け
るようになりました。
【地域の居場所となるために、地域の方のニーズ（こども・大人・高齢者）を教えて頂きたい】
（感想も含めて）
民生委員・竹谷様・・・この地区の 30-40 名の高齢者を 1 年に 2 回ほど訪問している。都営
もあり、古くから長年住んでいらっしゃるので「新しいものができたから行く」という事よりは
長いお付き合いの 3-4 人のグループが仲良くされ助け合っている。
包括支援センター・土方様・・・3/18 のこども食堂には 2 名の認知症の方と一緒と職員 2 名の
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合計 4 名の参加を予定している。向山地区でプロのダンサーだった方を活かせる場を考えてい
る。街角ケアカフェの講師としてつなげる事も含めて検討中。また、もうお一人は奥様を亡くさ
れ寂しく暮らされているが、役に立ちたいと思われて居られ近所のデイサービスのボランティ
アへつなげる事ができた方もいらっしゃる。昔から働いている方は地域の方との交流が少ない
ので今後どのようにつなげていくかが課題。高齢者のボランティアは希望があってもそこへ行
くまでの送迎がなく行き来が心配とボランティアにつながらない理由の一つとなっている。
居宅事業所・加藤・・・近所に要介護 3 の方がご夫婦でこども食堂に参加される予定がありま
す。
練馬区介護保険課事業者指定係 月橋様・・・内部研修で必要な研修も行われていますし避難訓
練も行っているので問題ないと思います。先日の集団指導での配布資料が沢山ありましたが、よ
くお読み頂き適正に行って頂ければと思います。
3/18 に行われる「こども食堂」の開催場所を見学頂く。
5、 次回日程確認
平成 31 年 9 月 13 日（金）10 時半～
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