
平成 29年度 第 1回 光風荘運営推進会議 議事録 

 

 

≪日 時≫ 平成 29年 5月 17日（水）午後６時より  ≪場 所≫ 光風荘 ３階「えんがわ」  ≪出席者≫ 委   員：家族会会長、地域包括支援センター職員、地域代表、有識者 …計 4名        市 職 員：高齢者支援課職員、在宅介護支援センター職員 …計３名 

運 営 側：法人理事長、事務局長、施設長、介護職員 …計５名 

≪議 題≫ １．報告事項  (1) 入居者、職員の異動について  (2) 前回会議以降の活動状況について  (3)平成 29年度事業計画について 

２．行政等からの情報提供 

３．その他 

 

■挨拶 

本日は、お忙しい中お集まり頂き、ありがとうございます。今回も皆さんのご意見を頂戴し、施設を

より良く展開して行ければと思っておりますので、よろしくお願い致します。 

 

■会議概要 

※ 文中の「委員」は運営推進委員、「運営」は運営側、「市等」は市職員等、「GH」はグループ

ホーム、「特養」は特別養護老人ホームの略。 

１．報告事項 

(1) 入居者、職員の異動について 

○入居者の異動はなし。       

○職員の異動  

・退職  平成 29年 4月 30日 １階非常勤介護職員 女性   ・入居待機者９名 

  (2) 前回会議以降の活動状況について 

・3月 2日 関前コミュニティセンターで音楽会。入居者 5名・職員 5名が参加した。 

・4月 3日 2階ユニット関前公園で花見を行った。入居者 9名・職員 8名が参加した。 

・4月 6日 1階ユニット関前公園で花見を行った。入居者 9名・職員 7名が参加した。 

・4月 23日 2階フロアで「歌とおしゃべりの会」を行った。元入居者の御家族がボランティアで来て

くださった。歌詞本をみながら歌をうたい音楽の時間を楽しんだ。1階はインフルエンザ

の回復が完全でなかったため 2階フロアのみで行った。 

・5月 8 日 2 階ユニット外出。近隣のファミリーレストランでおやつを食べた。（入居者 4 名・職員 3



名参加） 

・5月 12日 館内清掃。共用部分床にワックスがけ等を行った。午前中は 2階を掃除している間、2階 

入居者は 3 階に移動してテレビを見たり、コーヒーを飲んで過ごした。午後は 1 階を掃除

した。掃除の間、入居者 5 名と職員 5 名が武蔵野中央公園まで散歩に出かけた。残りの入

居者 4名は、3階で過ごされた。 

・5月 14日 母の日。1階は昼食にちらし寿司とおやつに和菓子を食べて楽しく過ごした。また、女性

入居者にカーネーションをプレゼントした。        2階はお寿司屋の雰囲気にフロアを模様替えして、職員が寿司を握った。また担当職員が

入居者の上半身の写真を大きくプリントしたものをディスプレイしてフロアに飾った。 

・5月 14日 延命寺の縁日。1階・2階とも全員が交代で出かけ縁日を楽しんだ。 

・5月 15日～17日 杏林大学看護学部の実習生 2名を受け入れた。 

 

・その他 ・とらいふ武蔵野の開設準備に伴う職員研修を受け入れた。      ・4月下旬から 5月上旬にかけてインフルエンザが発生した。 

1階で入居者 4名・職員 1名のインフルエンザが発生した。 

2階で入居者 2名・職員 2名のインフルエンザが発生した。 

職員は、新人職員 2名がインフルエンザの予防接種をしていなかった。1名はインフルエン

ザの予防接種をしていたが罹患してしまった。 

 

【質疑応答・意見交換】 

「市等」：インフルエンザ流行中の御家族の面会についてどのように対応されましたか？ 

「運営」：家族のキーパーソンについては受診付き添いのこともあり、すぐに事実を伝えている。しかし、

キーパーソン以外の家族には来所した時にインフルエンザ流行の事実を伝え、面会するかど

うかは家族に判断を任せた。 

「委員」：小学校でもインフルエンザが流行したのですか？ 

「運営」：流行したと聞いている。 

「委員」：インフルエンザの拡大防止のためには面会の制限は行なわれている。今回の対応から拡大防止

の取り組みを考えていたら教えてください。 

「運営」：ノロウィルスを含めて感染症が流行する時期には、事前に感染症が流行した時の面会制限につ

いてお知らせする必要性を感じた。また、今回はインフルエンザの季節はずれの流行だった

ために、新人職員に向けた感染症予防の勉強会を行いたい。 

「委員」：光風荘は各フロアの交流があるから感染しやすいと思う。また、入居者が重度化しているため

職員の負担が大きいと感じる。少しでも職員の負担を減らせるようにしてほしい。 

「運営」：インフルエンザが発生した時にすぐに連絡がきた。法人間で応援をしたかったが、特別養護老

人ホーム開設の時期と重なってしまった。今後の課題として各施設間の連携を密にしたい。 

「委員」：インフルエンザに感染した原因は特定されていますか？ 

「運営」：原因は不明です。健康保菌者からの感染と推測している。 

「委員」：普段の予防策は取り組んでいると思うが、それが不十分だったことと、インフルエンザが発生



した時の今後の環境整備を次に生かしてほしい。 

「運営」：インフルエンザが発生した時の家族への周知をより細かく行ないたい。           

 

（３）平成 29年度事業計画について    資料を使って説明を行った。 

 

【質疑応答・意見交換】 

「委員」：入居者は、外出されていますか？ 

「運営」：車椅子を使っているが外出されている。 

「委員」：男女比や平均年齢等を教えてほしい。     入居者は男性 2名・女性 16名。平均年齢は男性 97.5歳・女性は 88.6歳です。平均要介護度は

3.3です。平均在籍日数は 5年 1カ月で、入居期間が長くなっている。 

 

２．行政からの情報提供   今年は規模を縮小するがケアリンピックを行います。ご協力をお願いします。   

３．次回は 7月 19日（水）１８時を予定している。 



平成 29年度 第２回 光風荘運営推進会議 議事録 

 

 

≪日 時≫ 平成 29年７月 19日（水）午後６時より  ≪場 所≫ 光風荘 ３階「えんがわ」  ≪出席者≫ 委   員：家族会会長、地域包括支援センター職員、地域代表、有識者 …４名        市 職 員：高齢者支援課職員、在宅介護支援センター職員 …計２名 

運 営 側：法人理事長、事務局長、施設長、介護職員 …計５名 

≪議 題≫ １．報告事項 

（１） 入居者、職員の異動について 

（２） 前回会議以降の活動状況について 

（３） 平成 28年度の事業報告・決算について 

２．行政等からの情報提供 

３．その他 

 

■挨拶 

本日は、お暑い中お集まり頂きありがとうございます。いろいろと皆さんのご意見を頂戴し施設をよ

り良い形で運営していきたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。 
 

■会議概要 

※ 文中の「委員」は運営推進委員、「運営」は運営側、「市等」は市職員等、「GH」はグループ

ホーム、「特養」は特別養護老人ホームの略。 

１．報告事項 

(1) 入居者、職員の異動について 

○入居者・職員異動 

・入居者 ５月 26日 １階 女性 86歳 とらいふ武蔵野へ入所       ６月 １日 １階 女性 90歳 とらいふ武蔵野へ入所       ６月 20日 １階 女性 95歳 入居       ６月 25日 １階 男性 85歳 入居 

・現在入院されている入居者２名 １階 男性 ９５歳   

２階 女性 ９８歳 それぞれ小森病院に入院中 

・職員 ５月 31日 ２階 非常勤介護職員 ぐっどういる境南の介護職員に入職      ７月 10日 １階 非常勤介護職員  退職    ・入居待機者８名    (2) 前回会議以降の活動状況について 

・５月 27日（土）第 5小学校運動会 １階２階入居者合わせて６名が見学に行った。 

・５月 28日（日）武蔵野市民文化会館音楽会 小ホール 入居者１名職員１名。 



・６月 ２日（金）１階ユニット外出 喫茶店「コノ」へ。入居者３名 職員３名。 

・６月 19日（月）１階ユニット外出 ファミレス「ジョナサン」入居者５名、職員５名。 

・６月 ３日（土）武蔵野市民合唱団コンサート入居者３名、職員３名。 

・６月 18日（日）父の日  

１階 お昼にちらし寿司、おやつはあんみつを作って食べた。 

２階 入居者は全員女性のため男性職員（父）に向けてメッセージ、イラスト等描いたびっくり玉
手箱を作り、プレゼントをしてイベントとした。 

音楽ボランティア 午後２階フロアに集合し入居者の好みの歌をうたった。 

・６月 23日（金）２階外出 喫茶店「コノ」にランチを食べに行った。入居者７名、職員６名。  

・７月２日（日）武蔵野市民社協の七夕の集い 午前、午後映画上映 各入居者１名、職員１名参加。 

・７月７日（金）七夕 近所の中村さん宅より七夕の飾りをつける竹をもらい、短冊や折り紙の飾りを
飾った。お昼にそうめんなど七夕らしい昼食を食べ、夕食は市販のうなぎ弁当を食べた。夕食後屋上

にて手持ち花火をし、その後武蔵野大学の打ち上げ花火を見た。 

  ＜その他＞ 

・５月 29～31日 杏林大学看護学科学生２名 在宅看護学実習を受け入れた。 

 

＜事故報告＞ 

・６月 26日（月）１階 85歳男性入居者 １人で外に出て行方が分からなくなった。  15時 30分頃外に出たと思われる。16時頃職員が気づき、常勤職員、ご家族、法人職員に連絡をして、

探しに出た。17：00頃蔵野警察に通報。法人職員も応援で探し、17:25ご自宅前でご本人と会うこと

が出来た。とらいふ武蔵野の送迎車で光風荘まで送ってもらい帰った。 

（事故原因） 

・職員の油断 門扉の施錠により外に出ることはないという思い込みがあった。 

・新規入居者があること、入居者情報が事務の職員、２階職員など全てに行き渡っていなかった。 

・事務職員が短時間の出入りの際に門扉の施錠をしないで事務所に入った。 

（事故防止についての検討） 

・新規入居者について別ユニット、事務職員など情報の周知徹底をする。本人の状態に関わらず、一度

顔を合わせ、挨拶をしておいたほうが良い。 

・「帰る」と言ったり、帰り支度をする傾向のある入居者がフロアを離れ玄関に向かったところで何かし

ら不安を感じていると捉えて、様子を見に行くべきだった。 

・顔写真は初日に撮るべきだった。 

・事態を把握してから警察に届けるまで 1 時間経過してしまっている。マニュアルを作成する必要があ

る。 

【質疑応答・意見交換】 

「運営」：行方不明の件に関してはこちら側の改善すべき点を、一つ一つ検証して今後の対応をとってい

こうと法人内部では考えている。光風荘だけでなく法人全体で探すという対応をマニュアル化

する必要がある。 



「市等」：ご自宅は近いのか？そこまで歩いて行かれたのか？ 

「運営」：桜堤団地である。ご本人に確認したところ、移動手段は明確ではないが歩いて行ったと思われ

る。お金を持っていたため交通手段を利用した可能性もある。道中タバコを購入し発見時タバ

コを吸いっていた。 

「市等」：家の方角へ行ったのは誰かが感づいたのか？ 

「運営」：考えられるのがそこしかなかった。 

「市等」：入居される際に写真を撮ることはなかったのか？ 

「運営」：今までは撮っておらず、今後必要になると思われる。 

法人職員も探しには出たが顔が分からず、少ない情報で持ち物、体形、動き等を見て探した。 

「市等」：認知症はどの程度なのか？ 

「運営」：要介護度３。入居前は一人暮らしで買い物等も行かれていた。 

「市等」：今回が初めてのことか？ 

「運営」：開設当初等、今までにも何度かはあった。 

「市等」：今までも起こっていたが対策、マニュアル化が遅れていたということか。      今後、広域を捜索するために協力を得る場合はやはり顔写真が重要になってくる。 

「市等」：特養の方ではこのようなことは起こりうるのか？ 

「運営」：セキュリティーがかかっているためカードキーがないと出られないが、誰かと共に出てしまう

ということも起こりうる可能性もあるため１００％ではない。 

「市等」：玄関もそうだが、思いがけない場所から出てしまうということもあるため、発生した後の手順

もマニュアル化にあたって考えていく必要がある。 

「市等」：30分以内に通報しないと近くにはいないと考えた方がよいため、それを踏まえてマニュアルを

考えて欲しい。 

「市等」：町内の防犯カメラの利用協力はどうか？ 

「運営」：個人情報があり捜査状がなければ難しいと思われる。 

「市等」：この方の現在の様子はどうか？ 

「運営」：帰りたい、帰らなきゃという言動は聞かれ、荷物もまとめている。 

新規入居者に関して特にどういう不安を持っているのか、職員が気配りをする必要がある。 

 

「市等」：（職員の異動について）法人内の移動ということであったが、こちらとしては減っただけとい

うことか？ 

「運営」：現在も引き続き職員募集している。 

「運営」：どこの施設も苦労されているようだが、光風荘でも来月から派遣職員を雇うことになる。 

 

「市等」：入院中の方についてはどのような状況か？ 

「運営」：１階男性については体調不良から水分・食事もとれず、受診したところ肺炎だったためそのま

ま入院となった。２階女性については先月体調を崩し、入院１０日程で退院した。その後水分、

食事がとれず点滴に週３回通っていた。発熱、脱水、肺炎を診断され再入院となった。 

「市等」：肺炎の予防接種についてどうなっているのか？ 



「運営」：かなり前に行ったが、入居者も入れ替わり新しい方に関してはまだこちらでは実施していない。 

「市等」：高齢に伴い肺炎への罹患率の高さもあるため予防接種を検討してはどうか。 

「市等」：肺炎の原因として誤嚥性肺炎ということはあるのか？ 

「運営」：男性の方はお元気な時は自力で召し上がっていたため誤嚥の可能性はなくはないと思う。      

女性の方は以前より弱っていた。 

 

（３）平成 28年度の事業報告・決算について    資料を使って説明を行った。 

 

【質疑応答・意見交換】 

「市等」：最長入居者の在籍年数はどの程度か？ 

「運営」：開設からの方はいない。10年が最長である。 

「運営」：18名中 14名の方が要介護３以上であることからご長命である。 

「市等」：介護度もグループホームでは高いのかなと思う。 

「運営」：特養に入居された方もいるため 3月時点よりは下がっている。 

「市等」：安定した生活を長く続けられていることが反映されていると思う。 

「運営」：基本的には日常生活の継続が重要と考えている。変化も刺激になってよいが、変化に対応する

ことが苦手な方が多いので日常生活は同じリズムの繰り返しがよいと考えている。 

「市等」：食事のお手伝い、買い物に行ける方はどの程度いるのか？ 

「運営」：車椅子に乗り押して買い物に行く方も含めると、８割９割の方が参加されている。 

 

２．行政からの情報提供 

11月 18日ケアリンピックを開催するので、ご協力をお願いしたい。    

３．その他 

次回は９月 20日（水）１８時を予定している。 



平成 29年度 第 3回 光風荘運営推進会議 議事録 

 

 

≪日 時≫ 平成 29年 9月 20日（水）午後６時より  ≪場 所≫ 光風荘 ３階「えんがわ」  ≪出席者≫ 委   員：家族会会長、地域包括支援センター職員、地域代表、有識者 …４名        市 職 員：高齢者支援課職員、在宅介護支援センター職員 …計２名 

運 営 側：法人理事長、事務局長、施設長、介護職員 …計５名 

≪議 題≫ １．報告事項 

（１） 入居者、職員の異動について  

（２）前回会議以降の活動状況について 

２．行政等からの情報提供 

３．その他 

 

■挨拶 

本日は、お集まり頂きありがとうございます。最近は、朝晩と日中の温度差があるので体調に気をつ

けて下さい。今回の光風荘運営推進会議もいろいろと皆さんのご意見を頂戴し、施設をより良い形で運

営していきたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。 
 

■会議概要 

※ 文中の「委員」は運営推進委員、「運営」は運営側、「市等」は市職員等、「GH」はグループ

ホーム、「特養」は特別養護老人ホームの略。 

１．報告事項 

(1) 入居者、職員の異動について 

○入居者・職員異動 

・入居者 7月 27日 2階 女性 85歳が腸閉塞で入院して 8月 6日に死去。       7月 18日 2階 女性 98歳が肺炎で入院して 8月 20日に死去。       7月 12日 １階 男性 95歳が肺炎で入院した。8月 31日に退居され、9月 10日に死去。       8月 21日  2階 女性 89歳が左大腿骨下部骨折で入院中。        3名の方が退居されたため、入居判定会議を行った。2階に 91歳の女性と 77歳の女性が 

入居予定である。 

 

・職員 8月 3日  1階女性非常勤職員が入職。この方は、派遣職員である。        ・入居待機者 9名    (2) 前回会議以降の活動状況について 

・8月 3日（木）・4日（金）延命寺縁日。出店や盆踊りやバザーなどを楽しんだ。特に入居者からは 

夜の盆踊りが好評で来年も参加したいとの声があった。 



・8月 11日（金） 町内のブルーベリー狩りに行った。入居者 2名・職員 2名   当日は前日からの雨で地面の状態が悪いため、歩行が安定している入居者が参加した。楽しくブル
ーベリーを摘み取って来られた。 

・8月 19日（土）関前子ども花火大会を光風荘３階より見学した。この日は、雨で予定より早く花火が

スタートしたため、急いで 3階へ移動した。 

・8 月 25 日（土）夕涼み会。1 階は職員の体調不良のため手が足りず中止した。2 階は、昼食にラーメ

ンを作った。午後は、魚釣りゲームや輪投げを楽しんでもらった。 

・9月 3日（日）関前東町会の子ども神輿を玄関前にて見送った。 

・9月 15日（金）1階外出。関前公園近くの喫茶店でお茶とケーキを楽しんだ。入居者 4名・職員 4名。   この日は、入居者の誕生日であったため、その方の誕生日祝いも兼ねている。 

 

【質疑応答・意見交換】 

「市等」：今年は異常気象と言われているが、雨で行事に影響が出ている。雨の時は、自動車で外出する

のか？ 

「運営」：関前子ども花火は毎年屋上で見ている。8 月は雨が多かったため、あまり外出できなかった。

幸い延命寺の縁日は、天候が回復したため、外出し楽しむことができた。 

「委員」：派遣社員を採用したが、職員の確保は苦労されているのか？また、3 名の方が亡くなって次の

方の入居が決まるまで時間がかかっている理由や背景があれば教えてほしい。 

「運営」：派遣社員はかなり前に受け入れた事がある。しかし、週 5日勤務の派遣社員を採用したのは初

めてである。非常勤職員の募集もしているが、応募がない状況だ。やっと 10 月に一人非常勤

職員を採用するが、週 3日勤務希望のため、まだ職員は充足していない。      もう一つの質問である、新規の入居者の受け入れについては、新たな入居申し込みがあり、
すぐに入居判定会議が開催できなかったことが原因である。 

「運営」：職員の採用については他法人も同様の問題を抱えている。法人全体で考える問題だと思う。ま

た、入居のタイミングが遅れたのは入居判定会議参加メンバーの日程調整に時間を要したこと

もある。加えて現在入院中であるのに、入居判定会議を行ってよいのか、判断に迷ったことが

結果として会議の開催が遅れた。空室が 1か月以上になるのは、経営のロスとなるので早めの

対応に心がけていきたいと思う。 

「委員」：入居待機者が 9名ですが、9名は実質待機でよいのか？ 

「運営」：実質の待機は、約半数である。名前だけ申し込まれている方もいる。定期的に待機者に状況を

確認することも必要かと思う。 

 

２．行政からの情報提供 

11月 18日ケアリンピックを開催しますので、ご協力お願いいたします。今回は、事例発表と演 

劇と看護と介護のお仕事フェアを行います。詳細は、市役所のホームページでご確認ください。    

３．その他 

次回は 11月 15日（水）１８時を予定している。 



平成 29年度 第４回 光風荘運営推進会議 議事録 

 

 

≪日 時≫ 平成 29年 11月 15日（水）午後６時より  ≪場 所≫ 高齢者グループホーム光風荘 ３階「えんがわ」  ≪出席者≫ 委   員：家族会会長、地域包括支援センター職員、地域代表、有識者… 計４名        市 職 員 等：高齢者支援課職員、在宅介護支援センター職員… 計２名        運 営 側：理事長、事務局長、介護職員… 計４名 

≪議 題≫ １．報告事項 

（１） 入居者、職員の異動について 

（２）前回会議以降の活動状況について 

２．行政からの情報提供 

３．その他 

 

■挨拶  本日はお集まり頂きありがとうございます。今回は第４回光風荘運営推進会議という事で、年末に向
けて行事等を行っていく中で、ご意見等頂戴しながら運営していければと思います。よろしくお願い致

します。 

 

■会議概要 

※ 文中の「委員」は運営推進委員、「運営」は運営側、「市等」は市職員等、「GH」はグループ

ホーム、「特養」は特別養護老人ホームの略。 

 

１．報告事項 

（１）入居者、職員の異動について …「運営」より 

○入居者の異動   ・９月 27日 ２階に 91歳女性が入居。   ・10月 9日 ２階に 77歳女性が入居。   ・11月 6日 １階に 85歳男性が入居。   ・10月 6日 ２階の 84歳女性が入院。 

○職員の異動   ・10月 3日 1階に 50代女性が非常勤介護職として入職。     10月 25日付けで退職。   ・10月 19日 2階に 60代女性が非常勤介護職として入職。     11月 1日付けで退職。 

（２）前回会議以降の活動状況について …「運営」より  ・９月 23日（土） とらいふ武蔵野での敬老会に参加。入居者は１０名、職員は８名で参加した。 
焼きそばやせんべい汁等、行事に合わせた食事を頂き、津軽三味線の演奏を 



鑑賞した。   ・９月 25日（月） 2階入居者の秋の外出。入居者５名、職員５名で、東急デパートの寿司屋へ出 

掛けた。今回出掛けなかった入居者にはお土産を買って帰った。   ・９月 30日（土） 関前コミュニティセンター ミュージックフェスティバル。入居者５名で参
加した。   ・10月 10日（火） 1階入居者の秋の外出。入居者４名、職員４名で、井の頭動物園へ出掛けた。   ・10月 13日（金） 2階入居者の秋の外出。９月 25日に出掛けなかった入居者と出掛けた。井の 

頭公園へ行く予定であったが、雨天のため武蔵境のイトーヨーカドーで外食

とショッピングをした。   ・10月 28日（土） 光風荘敬老会。第１部では、２階フロアを使ってゲームを行い、その後１階 

で職員の家族がピアノ演奏をした。第２部は食事会で、お祝いのお弁当で 

敬老を祝った。   ・11月 11日（土）12日（日） 関前コミュニティセンター コミセン祭り。２日間で、入居者 10 

名、職員 10名で参加。展示鑑賞や音楽会に参加した。 

   ・９月 26日から 3日間、杏林大学看護学科の学生２名の実習を行った。朝の申し送りから夕食準備 

まで、日中の生活場面で実習を行った。今月末にも２名、実習を行う予定である。 

 

【質疑応答・意見交換】 

「委員」：新たに入った非常勤職員が２名とも短期間で退職している。理由は聞いているか。 

「運営」：一人については、光風荘での調理が重荷であったと伺っている。もう一人については細かい理 

由については聞いていない。現場で見ていた限り仕事が覚えられない部分があり、その 

点への助言がうまく伝わらないという事はあった。 

「委員」：現状、職員が２名足りないのだと思うが、募集はしているのか。 

「運営」：募集している。職員数の少ないフロアには、もう片方のフロアがフォローに入っており、介護 

保険法上の基準は満たしている。 

「運営」：本来であれば、本部から人員を派遣するという事も行うが、本部も人員が足りず、バックアッ     プ出来ないという事が実情となっている。 

「委員」：GHは、「入居している方が料理等を出来る範囲で、自分で行う」という事が基本かと考えてい

るが、その様な事は実際に出来るものなのか。 

「運営」：全てお任せする事は難しいが、包丁仕事や配膳・片付け等を、部分的にお願いする事になる。 

「委員」：開設直後のグループホームであれば、自立度の高い方が多い等によって料理等もやりやすいか

もしれないが、入居から時間が経つにつれて難しくなるという事はあると思う。 

「運営」：現状でも包丁仕事等、出来る事はお願いしている。当然職員は付きっきりで見守りをしている。 

「委員」：「ここは〇〇さんのパートね」と入居者に任せきる事は難しい。入居者が“一役買っている”

という所までは到達していないかもしれない。 

「運営」：掃除であっても、「ここのお掃除をお願いします」とお任せはするが、必要であれば後でもう

一回職員が掃除をしている。 



 

「委員」：介護をやろうと思って仕事に就いても、「思い描いていたものとは違っていた」とか「自分の

力量では難しい」と感じて辞めてしまう方はいると思う。その点を何とかしていかないとと考

えると、自信を持って仕事をしてもらえる様計画的に行える仕組み作りが必要だと思う。その

点を新人職員がはっきりわかる様にしておかないと、苦手な部分に出くわした段階で「もう無

理だ」と感じてしまうかもしれない。「ここまで出来れば大丈夫」という評価基準も必要と思う

が、現時点では用意されているのか。 

「運営」：各勤務帯に付き、職員が付き添って行う研修が６日間あり、１日毎に研修内容を定めている。

トータルで３ヶ月間程は職員が１対１で付き添う事になる。研修が終わった後も、他の職員が

フォロー出来る仕組みは作っている。ここ１年程で、介護未経験から働き続けている職員も３

名おり、光風荘の研修体制で定着した職員は確かにいる。 

「委員」：後は個人の得意不得意に関わる部分で、料理で言えば、どれぐらいの料理が求められるのかを

言ってもらわないと不安に思うかもしれない。得意な職員の料理を見て不安になるという事も

あるかもしれない。今回の事も考えると、「料理」の部分の研修を見直しても良いのかもしれな

い。 

「運営」：新しい職員がどういった所に不安を感じているのかをもう少し詳しく検証し、カバーしていく

手順を考える必要があるかもしれない。 

「市等」：特養で働いていた職員が辞める理由として、GHで働きたいからという理由が多い。とらいふ

武蔵野という大きな施設も出来たが、法人の中で施設間の異動を希望に沿って行うという計画

はあるのか。 

「運営」：今すぐ行うという事は難しいが、とらいふ武蔵野・ぐっどういる境南・光風荘の３つの施設間

で、希望に沿う形での異動は検討している。人員が足りない施設を、本部がカバー出来る様な

システムを準備していかなければならないと考えている。 

「市等」：せっかく入った職員が離れていかない体制を作る必要はある。 

「委員」：どの施設でもその点が一番の悩みなのだと思う。率直な退職理由を聞く事によって次に活かす

事も必要。また、新人職員に一つずつ教えながら都度不安が無いか細やかに確認する事によっ

て、「自信が付く」という所まで到達してもらう必要がある。 

 

「運営」：入院している２階の 84歳女性の入院理由は何か。 

「運営」：腎臓の状態が悪く、入院となった。退院の目処は立っており、光風荘での生活にスムーズに移

行出来る様、入院先のソーシャルワーカーとカンファレンスを行う予定である。 

 

「委員」：杏林大学の実習生から、実習を終えてどんな感想が挙がっていたか。 

「運営」：入居者が調理等に関わっている所を直接見て、認知症があったとしても出来る事がたくさんあ

るのだという事がわかったという感想が多い。小森病院からの訪問看護師との関わりの中で、

地域に根ざした病院の役割や、入居者との関わり方についても学ぶ事が多いとの事。 

「運営」：今まで「入院患者と看護師」という関係性をイメージしていたが、「生活の場にいる利用者と

職員」という関係性を実際に見た事で、治療の事だけを意識するのではなく、生活を支えると



いう点にも意識を向けられていた。 

「委員」：医療機関でも高齢者の方や認知症の方が増えている中で、以前程ではないものの、認知症の知

識や関わり方がわからないが故に、対応しきれないというケースがまだまだある。ただし、そ

れではいけないと方向性も変わってきており、そこに役立てるような実習を続けていけると良

いと思う。 

「運営」：認知症を学ぶという事で実習に来る学生が一般的かと思うが、地域の中における看護の在り方

も含めて勉強してもらう事で、良い刺激になるのだと思う。 

「委員」：認知症のイメージとして、何も出来なくなっているのだと考えている人も多いと思う。先程の

実習生の感想の様に、そうではないという事を知ってもらう事は大切だと思う。 

 

「委員」：行事等は、どれぐらい前から企画するのか。 

「運営」：規模にもよるが、１週間前であったり、規模が大きければ１～２ヶ月前に企画を始めている。 

「運営」：GHのメリットとして、規模が小さい分、柔軟に対応出来るという事が挙げられると思う。 

 

２．行政からの情報提供 

「市等」：11月 18日の土曜日に、ケアリンピック武蔵野 2017をスイングビルで行う。事例発表・お仕 

事フェア・有志による演劇を行う。是非参加頂ければと思う。演劇では、在宅で看取るまでの 

様子をテーマにしている。 

「委員」：演劇は「武蔵野市であれば、ここまで出来る」という事をアピール出来る物でもあると思う。 

「委員」：認知症をテーマにしてみても良いと思う。 

 

「委員」：11月 25日、関前地区の各学校で、防災訓練を行う。南小・五中については関前防災会が担当 
する。中央公園の公園管理事務所主催の防災訓練も同日行い、そちらと合流する予定。初期消 
火や避難所設営、応急手当、備蓄品搬出・運搬の訓練を行う。是非参加頂ければと思う。 

 

３．その他 

・次回は来年１月 17日（水）18時を予定している。 



平成 29年度 第 5回 光風荘運営推進会議 議事録 

 

 

≪日 時≫ 平成 29年１月 17日（水）午後６時より  ≪場 所≫ 光風荘 ３階「えんがわ」  ≪出席者≫ 委  員：家族会会長、地域包括支援センター職員、 

地域代表、有識者 …４名        市 職 員：高齢者支援課職員、在宅介護支援センター職員 …計２名 

運 営 側：法人理事長、事務局長、施設長、介護職員 …計４名 

≪議 題≫ １．報告事項 

（１） 入居者、職員の異動について  

（２）前回会議以降の活動状況について 

２．行政等からの情報提供 

３．その他 

 

■挨拶 

  気温もだいぶ寒くなりました。そのような中、お集まり頂きありがとうございます。 
本日はいつものように皆さま方の忌憚の無いご意見等を頂戴しながら、運営に生かしてい

きたいと思いますのでよろしくお願い致します。 
  

■会議概要 

※ 文中の「委員」は運営推進委員、「運営」は運営側、「市等」は市職員等、「GH」

はグループホーム、「特養」は特別養護老人ホームの略。 

 

１．報告事項 

(1) 入居者、職員の異動について 

・職員 １月５日  非常勤事務職員女性が入職。      ２月 10日付けで現事務職員が退職予定。引継ぎを行っている。   ・入居待機者 10名    (2) 前回会議以降の活動状況について 

・12月３日（日）平成 29年度第２回家族会を開催。内容は平成 29年度上半期の活動報

告等。入居者ご家族６名、職員２名参加。 

・12月９日（土）１階クリスマス会開催。 

おやつの時間に市販のプリンケーキ(クリスマス仕様)を食べていただいた。        

夕食前にイベントを行う。ジェスチャーゲーム、なぞなぞクイズ、ボランティアによ



るゴスペル観賞。職員の友人がゴスペルを歌い、同職員もアフリカの太鼓を叩いてコ

ラボレーションした。２階入居者２名、１階職員ボランティア２名も参加。 

夕食はモスチキン、ピザ、クリームチシューを食べた。 

・12月 16日（土）２階クリスマス会開催。  毎年恒例のチームでのクリスマスケーキ作り、字のプレゼントを行った。 

新しい職員がメンバーに加わり、ベテラン職員と共に企画から準備、当日の司会進行

と大役を務めた。ユニット内の飾りは、若い人ならではの凝った飾りを作りクリスマ

スらしい雰囲気となっていた。 

１階入居者２名、1階職員２名、２階ボランティア職員２名も参加。 

・12月 12日（火）耳鼻科の先生にボランティアで入居者の耳の健診をして頂いた。 

・12月 12日（火）とらいふ武蔵野にて武蔵野市民合唱団の歌を鑑賞。入居者５名、職員

４名参加。 

・12月 31日大晦日 大晦日は毎年入居者全員入浴しているが１階は１名体調不良で入浴
見送りとなった。２階は入居者の生活リズムを崩したくないという理由から 30、31日

で全員入浴とした。夕食は天ぷらと年越し蕎麦を食べた。  ・１月１日元旦 入居者全員が時間差で延命寺に初詣に行った。 

昼食はおせちとお雑煮。夕食はちらし寿司、茶碗蒸しなどを食べた。 

・１月２日 午後２階フロアにて書初め、同時刻３階えんがわにて初釜（和菓子、抹茶） 

を行い、入居者は交互に参加された。 

昼食はおせち、お雑煮。夕食はすき焼きを食べた。 

・１月３日 午後各ユニットでビンゴゲーム、あみだクジ。あがった人から好きな景品
を選んでいただいた。景品は事前に職員が用意しておいた。 

昼食はハヤシライス。夕食は炊き込みご飯、具沢山汁を食べた。 

クリスマス同様お正月飾りも職員が率先して凝ったものを作り、フロア内を飾りお正

月らしい雰囲気となった。 

今年の年末年始は入居者、職員共に体調不良者が出ることもなる穏やかに予定の流れ

を過ごすことが出来た。 

・１月８日（月）とらいふ武蔵野新年会 女性グループ「昭女時代」の踊りを観賞。    

入居者３名、職員３名参加。 

・１月９日（火）関前南小学校どんど焼き お正月飾り、門松、書初めなど持って行き
焼いていただく。小学校６年生が行う無病息災を願うお餅を焼くイベントにも参加。  体育館内での餅つきを見学。 

・１月 14日（日）武蔵野中央公園にて武蔵野消防団の出初め式を見学。 

入居者４名、職員３名参加。寒さのため最後まで見られず早めに帰る方もいた。 

 

 



【質疑応答・意見交換】 

「委員」：耳鼻科の先生のボランティアがどういう経緯で来られるようになったのか、耳の

中を診てもらうことで何かプラスになったことはあるか？ 

「運営」：福祉公社の看護師さんからの紹介で、毎年この時期に診て頂くようになった。      受診の指示も頂くこともある。今回は中耳炎の既往歴のある方の再受診をすすめ

られた。入居者の自覚もあまりなく、職員も入浴時に見る程度なので先生に診て

頂けることはありがたい。 

「委員」：今の季節風邪は大丈夫ですか？ 

「運営」：今のところ鼻水程度の症状で治まっている。 事務職員１名、職員の家族で１名

インフルエンザに感染したと聞いているが、入居者はかかっていない。 

「運営」：職員の家族が発症したときの対応はどうしたのか？ 

「運営」：本人は発症していないが、保菌者と考え３日ほど休暇をとってもらった。 

「市職」：今の時期家族が発症したら、その職員は出勤中マスク着用を義務付け、感染予防

することが必要だと思う。 

「運営」：年末年始に入居者さんでご自宅に帰宅された方はいたのか？ 

「運営」：１名の方が２日から４日まで帰宅された。帰宅している間に足の爪を剥がしかけ

たり、義歯の留め金が破損したりとトラブルはあったよう。他に数時間日帰りで

自宅に帰宅する方もいた。 

「運営」：帰宅されて帰宅願望等はあったのか？ 

「運営」：なかったようである。以前別の入居者が外泊予定で帰宅したが、自宅で落ち着か

ず戻って来られたということがあった。 

 

２．行政からの情報提供 

平成 30 年もケアリンピックを 12 月１日に開催する。ご協力お願いします。今回は永

年従事者表彰、事例発表、基調講演、例年よりも規模を大きくして開催する予定である。    

３．その他 

次回は３月 21日(水)が春分の日で祝日のため、３月 22日(木)18時を予定している。 

 



平成 29年度 第 6回 光風荘運営推進会議 議事録 

 

 

≪日 時≫ 平成 30年 3月 22日（木）午後６時より  ≪場 所≫ 光風荘 ３階「えんがわ」  ≪出席者≫ 委  員：家族会会長、地域包括支援センター職員、地域代表、有識者 …
４名        市 職 員：高齢者支援課職員、在宅介護支援センター職員 …計２名 

運 営 側：法人理事長、事務局長、特別養護老人ホーム施設長、光風荘
施設長、介護職員 …計 6名 

≪議 題≫ １．報告事項 

（１） 入居者、職員の異動について  

（２）前回会議以降の活動状況について 

２．行政等からの情報提供 

３．その他 

 

■挨拶 

  年度末のお忙しい中、お集まり頂きありがとうございます。今年度も規定通りに 6回光

風荘運営推進会議を開催することができました。いつものように皆さん方の忌憚の無いご

意見等を頂戴しながら、運営に活かしていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

  

■会議概要 

※ 文中の「委員」は運営推進委員、「運営」は運営側、「市等」は市職員等、「GH」

はグループホーム、「特養」は特別養護老人ホームの略。 

１．報告事項 

(1) 入居者、職員の異動について 

○入居者および職員の異動はなかった。   入居待機者 10名    (2) 前回会議以降の活動状況について 

・2月３日（土）節分   昼食は、市販の恵方巻きを食べた。  午後は、職員が鬼の衣装を着て屋上で豆まきを行った。入居者は、豆まき用の豆を手
にすると早速食べてしまった。健康長寿を祈って元気に豆を鬼に向かって投げていた。 

おやつは、あんみつを食べた。 

・3月 3日（土）ひなまつり 



 1階は、昼食は出前のちらし寿司を食べた。午後は入居者 6名で 2種類のゲームを楽し

んだ。男性入居者 1名は、職員と囲碁をした。  1階は、2月初旬に男性入居者 1名が体調を崩してからベッド上の生活が続き、職員の

負担が増えている。そのため、午後のレクリエーションや外出を行う機会が減ってい

る。しかし、当日は職員 3名がゲームに関わることができた。  2階は、昼食は入居者も参加して押し寿司を作った。午後は、全員で職員手作りのすご

ろくゲームを楽しんだ。 

その他の行事 

・1月 21日（日）に元入居者のご家族がボランティアで来てくれ、「音楽とおしゃべりの

会」を催し楽しんだ。元入居者家族であるが、退居されてからも光風荘を気にかけて

光風荘にボランティアとして来て頂いている。   これまで歌う曲は入居者のリクエストで選曲していた。しかし、特定の入居者のリ
クエストが集中してしまうため、現在はボランティアが選んだ曲をみんなで歌ってい

る。 

・2月 24日（土）入居者の家族がボランティアで音楽活動を催し楽しんだ。このご家族

には、以前光風荘の行事にギターと歌のイベントで出演して頂いたことがある。今後

も友人と一緒に月 1回程度、入居者が知っている唱歌等を楽しむ予定である。 

・3月 17日（土）特別養護老人ホームでとらいふ武蔵野で小学校のハンドベルコンサー

トが開催された。入居者 2名・職員 2名が参加された。 

・3月 18日（日）武蔵野市民文化会館で第一小学校の管弦楽団のコンサートに参加した。  入居者 2名・職員 2名が参加した。 

・1月 29日～31日 杏林大学看護学科の実習生を受け入れた。今までは、毎回 2名を受

け入れていたが、今回は 3 名を受け入れた。そのため、各ユニット 2 名と 1 名に分か

れて実習をしてもらった。     今年の正月は入居者・職員とも体調不良を訴える方がいなかったため、企画した内
容を変更することなく実施することができた。しかし 2月に入り、1階の入居者がベッ

ド上の生活になった。また、風邪症状を訴える入居者がみられた。そのため、看護師

の助言で感染予防の点から外出を控えてきた。 

 

【質疑応答・意見交換】 

「委員」 ：入居者・職員の異動が全くなかったのがよかったと思う。 

「運営」 ：残念ながら現在も職員が不足していて応募がない状態である。 

「委員」 ：職員は募集していても応募がない状態か。 

「運営」 ：インフルエンザは、今年の冬は発生していないか。 

「運営」 ：入居者でインフルエンザの診断が出た方はいない。職員の家族でインフルエ



ンザになった方はいたが、職員の感染もなかった。 

「委員」 ：入居者がインフルエンザに罹らなかったのは、職員が手洗いなどの感染予防
に取り組んだためなのか。また、家族の面会を制限するといった対応をとった

のか。 

「運営」 ：家族の面会は制限していない。ただし、今年はインフルエンザの感染者が出
たら、面会の制限を検討する予定だった。昨年は 4月にインフルエンザが発生

したため、油断はできないと考えている。 

「委員」 ：花粉症の入居者はいるか。 

「運営」 ：入居者で花粉症の薬を服用している方は 1名いる。 

「運営」 ：杏林大学看護学部の学生のレポートはもらったか。 

「運営」 ：最近は、個別の実習の記録はもらえなくなり、最終日のカンファレンスで感
想は聞いている。グループホームに来て、入居者に自分でできることをしても

らう姿を見るのは新鮮に映るようである。 

「市職員」：杏林大学の学生は何年生か。 

「運営」 ：３年生である。 

「市職員」：在宅介護支援センターにも看護学生が実習に来るが、学生に何を伝えていくか

が大事だと思う。 

「市職員」：入居者の家族がボランティアに来てくれるという話があったが、家族をどのよ

うに引き込んでいったのか教えてほしい。 

「運営」 ：これまでも光風荘は家族によるボランティアが比較的多かった。今思うと、ご
家族との何気ない会話から趣味のことなどを知り、ボランティア活動につなが

ったと思う。 

 

２．行政からの情報提供 

平成 30年度の介護報酬改定について 3月 27日に説明会を行いますのでご参加をよろし

くお願いします。    

３．その他 

・平成 29年度の第三者評価の結果については、次回の運営推進会議で報告する。 

・次回は 5月 16日（水）１８時を予定している。 

 


