
１４　委員会報告

（１）施設活動委員会

◆テーマ：施設活動の充実を図りより良い環境作りを目指します

①

②

③

④ ・行事等を通じてわかばを知りどのような所なのか少しでも

⑤ ・伝達研修、外部研修、内部研修、医療研修を実施すること

　施設内研修の参加者が少ないことが多くあり次年度の課題としてシフト調整にて参加を増やしていく。

　同様に人員不足により外出、オヤツレクの実施が出来ていない事業所もあったので次年度より調整すべきである。

　全体的に行事等も滞りなく開催出来たと思われるが事業所により申し送りが上手く出来ておらずスタッフが把握できていない事もあったので全スタッフの把握に努めていきたい。

　によりスキルを身につけ技術、能力の向上に繋がる。

　理解を深めていただく。

・出席者が少ない時もありシフト調整が必要だ

　と思った。

　と交流を持てた。

・行事のお知らせはポスターの提示、回覧板に

　て実施した。

・研修内容等はユニット職員同士で伝達しあ

　い、知識向上に向けた話し合いが出来た。

　せする。

・研修内容をユニットに伝達し様々な知識の習得を図る。

・事務所窓口にて行事のお知らせを提示し回覧板でもお知ら

・スタッフ人員補充、シフト調整。

目標達成に向けての手段・方策

　して実施し、楽しみを見つけて頂いた。

・ご入居者様及びご利用者様の要望に沿ったレ

　クリエーションが実施出来た。

・ご入居者様、ご利用者様の要望に沿った行事の企画。

・楽しみを見つけて頂く為の行事の企画。

平成30年度の取組結果（報告）

・季節に合わせた行事の企画や年間行事を継続

・わかばだより制作者だけではなく他職員、ご利用者様、ご

　家族様の意見を取り入れ作成する。 ・様々な行事参加により楽しそうな様子をお伝

  えする事が出来た。

・わかばだよりの継続発行が行えたが、他の方

　の意見を取り入れて作成は出来ていない。

・季節感を味わっていただける行事の企画。

・年４回のわかばだよりの発行継続。

充実した行事の企画・立案 ・活気ある日々の生活の実現を目指す。

課題項目
目標設定の概要

（目標設定の理由または必要性、内容等）

　て発信していく。

わかばだよりの制作・発行 ・施設内行事やご入居者様、ご利用者様の普段のレクリエー

　ションの様子、スタッフ紹介等、様々な情報や取組につい

―　１１３　―

（総評）

・日々のレクリエーションを確実に行い、ご入居者様及びご

　利用者様の生活にメリハリをつけ機能保持を図る。

・計画を立てるも人員不足等にて開催出来な

　かった。

・委員会にて事業所間の情報交換を行えたが勉

　強会を行うことが出来なかった。

・秋祭り参加して頂き普段関わる事のない方々

レクリエーションの強化

地域の方との交流を深める

研修会の充実

・スタッフ間、事業所間の情報交換，勉強会を行う。



（委員会開催報告）

―　１１４　―

3　1月度クラブ活動実施予定

平成30年12月5日

◆報告事項

◆協議事項

第8回

1　12月21日聖愛保育園慰問について 2　12月25日クリスマス会について

3　12月26日餅つきについて

第9回 平成31年1月9日 ◆報告事項

3　11月度クラブ活動実施予定 4　10月度クラブ活動実施状況

◆協議事項

3　3月度クラブ活動実施予定 4　2月度クラブ活動実施状況

◆協議事項 1  4月度施設内研修内容及び講師の件

10名

9名

2　1月度施設内研修開催状況

第2回 平成30年5月2日

第5回 平成30年8月1日 2　7月度施設内研修開催状況

◆協議事項

第11回 平成31年3月6日 ◆報告事項 1　3月行事報告及び4月5月の行事予定

第10回 平成31年2月6日 ◆報告事項 1　2月行事報告及び3月4月の行事予定

2　2月度施設内研修開催状況

3　2月度クラブ活動実施予定 4　1月度クラブ活動実施状況

◆協議事項 1　節分の反省について 2　雛祭りについて

3　施設活動委員会の反省について 4　事業報告について

第4回 平成30年7月4日

第3回 平成30年6月6日

第7回 平成30年11月7日

第6回 平成30年10月5日 ◆報告事項 1　9月行事報告及び10月11月の行事予定 2　9月度施設内研修開催状況

3　10月度クラブ活動実施予定 4　9月度クラブ活動実施状況

1　先月委員会中止について 2　文化祭、クリスマス会、餅つきについて

1　10月行事報告及び11月12月の行事予定

◆報告事項

◆報告事項

3　クラブ活動報告

2　5月度施設内研修開催状況

◆その他 1　敬老会について

◆協議事項

1　6月行事報告及び7月8月の行事予定 2　6月度施設内研修開催状況

◆協議事項

◆報告事項

◆その他

1　6月度施設内研修会について

1　平成30年度敬老会対象者について

3　レク、クラブ活動アンケートについて 4　敬老会について

◆報告事項

1　施設内研修について 2　5月度施設内研修について◆協議事項

1　4月行事報告及び5月6月の行事予定 2　4月度施設内研修開催状況

◆その他

3　わかばだよりについて

1　平成30年度委員会議事録当番について 2　各施設担当部署

8名

1　1月行事報告及び2月3月の行事予定 2　12月度施設内研修開催状況

3　8月度クラブ活動実施予定 4　7月度クラブ活動実施状況

1　わかばだよりについて 2　8月度勉強会について

8名

1　7月行事報告及び8月9月の行事予定

1　11月行事報告及び1月2月の行事予定 2　11月度施設内研修開催状況

2　10月度施設内研修開催状況

1　平成30年12月21日クリスマス会について 2　平成30年12月26日餅つきについて

8名

9名

9名

◆協議事項

4　12月度クラブ活動実施状況

◆協議事項 1　クリスマス会の反省 2　餅つきの反省

3　聖愛保育園の慰問の反省 4　事業計画について

3　12月度クラブ活動実施予定 4　11月度クラブ活動実施状況

4　2月1日節分について

◆報告事項

出席者数

5　平成30年わかば会敬老会について 6　秋祭りについて

1　7月度施設内研修会 2　8月度施設内研修会

3　8月度クラブ活動実施予定 4　9月度クラブ活動実施状況

11名

1　5月行事報告及び6月7月の行事予定

11名

8名

11名

3　7月度クラブ活動実施予定 4　6月度クラブ活動実施状況

開催数／開催日 議　案

3　わかばだより担当決め 4　施設内研修について

5　秋祭りについて

第1回 ◆報告事項 2　平成30年度施設活動委員会事業計画

2　各施設行事担当決め

平成30年4月4日 1　新年度施設活動委員会自己紹介

3　3月行事報告及び4月5月の行事予定

1　委員会会議議事録当番決め◆協議事項



ご入居者様、ご利用者様へお屠蘇振るまい。

初詣 各ユニットでの杉守神社へ初詣。

節分

1階交流スペースにてクリスマス会開催。

聖愛保育園慰問 園児さんの慰問にてご利用者様に喜んで

餅つき ご入居者様、ご利用者様、ご家族様及び職員と餅つき開催。

豆まき開催。

１２

１

２

３

クリスマス会

元旦お屠蘇提供

―　１１５　―

ひな祭り

おやつレク

外出禁止に伴い雛飾りを出し皆様に見て頂く。

備考

誕生日会

ふれあい昼食会

１１
菊花展見学 宗像大社へ菊見学に行きました。

文化祭 1階交流スペースにてご入居者様、ご利用者様や職員の作品展開催しました。

９
敬老会 長寿を祝い、記念品の贈呈を行いました。

１０
秋祭り 2018　わかば秋祭りを開催しました。

６

７
七夕 各ユニット入り口に七夕を飾る。

８

５

年間活動実績報告

月 企画名等 内　容

４
花見 埴生公園へ桜見学に行きました。

吉祥寺藤祭り 吉祥寺藤祭りへ参加しました。

グリンパークバラ見学 若松グリンパークにてバラ見学に行きました。



①

②

③

④

（２）リスクマネジメント委員会

◆テーマ：介護事故のリスクを把握し、安心・安全に生活できる場所を提供する。

課題項目
目標設定の概要

（目標設定の理由または必要性、内容等）
目標達成に向けての手段・方策 平成30年度の取組結果（報告）

・事故を未然に防ぎ、対応できていたがヒヤリ

　ハット提出ができていな事もあった。

事故を未然に防ぐ対策が取れる ・ヒヤリハットや事故報告書をもとに、早めに事故を ・少しでもヒヤリとしたことがあれば報告書を書く。

　察知することができる。 　

・定期的にヒヤリハットを見返し、対応を再検討する。　

　

情報を共有する ・情報をユニット間、他職種間で共有することでリスクに ・気づいたことは記録し共有する。

　強い組織を作る。 ・連絡、申し送りや声掛けを徹底し、利用者様のその日の

　状態の把握を行う。（申し送りノートを活用する）

　策を模索もでき情報共有もできた。

・ユニット内で事故に対し話し合い対策できて

　いた。つくる 　確保する技術、事故につながる危険性を把握する。 　考え、実行する。

・各ユニットでの取り組みを委員会で発表し、事故対策を

　身に着ける。

・各ユニットの発表で共有でき勉強して行く事

　が出来た。

・事故に対しユニットで考えた対策にて職員の

　事故防止技術を身に着けることできた。

・施設リーダー会議に担当が変更となったため

　リスクマネジメント委員会では実施せず。

自然災害に関する知識と避難 ・自然災害における避難経路を知り、訓練を通して自然災害 ・自然災害における避難方法の立案と作成を行う。

経路を知る 　への対応能力を身に着ける。 ・自然災害を想定した訓練を行う。

（総評）

ヒヤリハットなどにより事故を察知できるよう、ヒヤリハット置き場を作る等の環境づくりを行い気づきの力の向上を図った。

委員会での情報共有により他職種と話し合いもでき、安心・安全な生活環境を提供出来た。

年間を通して事故減少に有効な手段をスムーズに行えるような工夫が足りず、引き続きの課題として残りました。

これからより一層ヒヤリハットなどの話し合いの場を活用し、事故を未然に防ぐ対策がとれるよう情報共有を行う事により良い環境を提供出来て行けるのではないかと思う。

―　１１６　―

利用者様の生活を支えるチーム ・生活上のリスクを未然に予測し、回避する技術、安全を ・ユニットでヒヤリや事故の報告書を基に具体的に対策を

　共有することで勉強していく。

・委員会での発表を職員研修へとつなげ、事故防止の技術を、

・ヒヤリの多い内容はユニット間で早急に具体的な対策を

　立て実行する。

・ユニット会議にて話し合いができ対策を立て

　取り組む事ができた。

・ユニット外の職員にも相談しチームとして取り組む。 ・委員会での意見交換により、新たな目線で対

　ですることが多く、記録となると出来ている

　時と出来ていな時があった。

・気づきに関して、その場にいる職員には口頭

・スタッフ間で対応できたが、見直しの点では

　十分な再検討を行えなかった。



（委員会開催報告）

出席者数

◆協議事項 1　事故内容について

第1回 ◆報告事項 1  今年度事業計画について 2　３月事故報告・ヒヤリハットについて

平成30年5月2日 ◆報告事項 1　４月事故報告・ヒヤリハットについて

◆協議事項 1　事故内容について

第2回

開催数／開催日 議　案

第3回

◆協議事項 1　事故内容について

◆協議事項 1　事故内容について

◆報告事項 1　５月事故報告・ヒヤリハットについて

第5回 ◆報告事項 1　７月事故報告・ヒヤリハットについて

第4回 ◆報告事項 1　６月事故報告・ヒヤリハットについて

◆協議事項 1　事故内容について

平成30年8月1日

平成30年7月4日

平成30年11月7日

第6回 ◆報告事項 1　８，９月事故報告・ヒヤリハットについて

◆協議事項 1　事故内容について

第7回 ◆報告事項 1　１０月事故報告・ヒヤリハットについて

平成30年10月3日

◆協議事項 1　事故内容について

平成30年12月5日

第9回 ◆報告事項 1　１２月事故報告・ヒヤリハットについて

第8回 ◆報告事項 1　１１月事故報告・ヒヤリハットについて

◆協議事項 1　事故内容について

2　事業計画について平成31年1月9日

第10回 ◆報告事項 1　１月事故報告・ヒヤリハットについて 2　事業報告について

◆協議事項 1　事故内容について

平成31年2月6日

―　１１７　―

平成30年6月6日

平成30年4月4日

10名

8名

9名

8名

10名

9名

11名

11名

11名

7名

第11回 ◆報告事項 1　２月事故報告・ヒヤリハットについて 2　事業報告について平成31年3月6日
10名

◆協議事項 1　事故内容について

◆協議事項 1　事故内容について



年間活動実績報告

月 企画名等 内　容

４
事故・ヒヤリハット報告 各ユニット事故に対しての実施内容発表

６
事故・ヒヤリハット報告 各ユニット事故に対しての実施内容発表

５
事故・ヒヤリハット報告 各ユニット事故に対しての実施内容発表

８
事故・ヒヤリハット報告 各ユニット事故に対しての実施内容発表

７
事故・ヒヤリハット報告 各ユニット事故に対しての実施内容発表

１０
事故・ヒヤリハット報告 各ユニット事故に対しての実施内容発表

９
開催なし なし

１２
事故・ヒヤリハット報告 各ユニット事故に対しての実施内容発表

１１
事故・ヒヤリハット報告 各ユニット事故に対しての実施内容発表

―　１１８　―

３
事故・ヒヤリハット報告 各ユニット事故に対しての実施内容発表

備考

１
事故・ヒヤリハット報告 各ユニット事故に対しての実施内容発表

２
事故・ヒヤリハット報告 各ユニット事故に対しての実施内容発表



①

②

（３）身体拘束、虐待防止委員会

◆テーマ：「ご入居者様中心」の介護を行い、身体拘束・虐待の可能性を排除する。

課題項目
目標設定の概要

（目標設定の理由または必要性、内容等）
目標達成に向けての手段・方策 平成30年度の取組結果（報告）

・日々のケアの中で事例を出し合い検討する

　事は行えたが、検討内容が少なかった。

身体拘束、高齢者虐待について ・身体拘束、高齢者虐待について職員が共通認識を持ち ・身体拘束、高齢者虐待に繋がりそうな事例について検討

の知識向上。 　ケアを行う。 　する。

・知識を学ぶこともできた。・勉強会を実施し、最新の知識を取り入れる。

・状態把握に努めていたが、情報共有に不足す

る場面が見受けられた。そのためチームケアせるケアの提供。 　安全なケアを提供する。 ・他職種との連携を図りチームケアを行う。

ご入居者様が安心、安全に過ご ・身体拘束、高齢者虐待などが起きる要因を無くし、安心・ ・ご入居者様の状態把握に努め職員間で情報を共有する。

　は行えていない。

・日頃のケアについて見直す事が出来ている。

・日常のケアを振り返り不適切さがないか検討する。

―　１１９　―

・身体拘束ゼロ施設見学。

（総評）

まずは、何が身体拘束なのか、高齢者虐待なのかを理解することから始め、全体的に認識不足の面がある。そのため統一が出来ていない。

事例検討を行ったことに対しては、日頃のケアに対して再度振り返り、見直しをすることは出来ていた。

少しずつだが、安全に生活が送れるように日々対策も考えていけた。

全体で認識不足の面から身体拘束ゼロの施設見学の実施を希望する。



（委員会開催報告）

◆報告事項

開催数／開催日 議　案 出席者数

第1回 平成30年4月4日 1　今年度の取り組みについて

9名

◆その他

◆協議事項

1　今年度の目標について

1　高齢者虐待、身体拘束について事例検討

第2回 平成30年5月2日 ◆報告事項
10名

1　事例について

1　身体拘束につながる事例検討

1　今年度の目標（各ユニット）について 2　要望・苦情連絡票について

1　高齢者虐待、身体拘束について 2　接遇について◆協議事項

第3回 ◆報告事項平成30年6月6日
8名

◆協議事項

平成30年7月4日 ◆報告事項 1　高齢者虐待（言葉づかい）について第4回
8名

◆協議事項 1　事例検討

7名
◆協議事項 1　事例検討

第5回 平成30年8月1日 ◆報告事項 1　高齢者虐待について 2　接遇について

8名
◆協議事項 1　接遇（高齢者虐待・身体拘束）について

第6回 平成30年10月3日 ◆報告事項 1　接遇について

第7回 平成30年11月7日 ◆報告事項 1　接遇について
7名

6名
◆協議事項 1　接遇（言葉づかいについて）

第9回 平成31年1月9日 ◆報告事項 1　接遇 2　高齢者虐待、身体拘束について

◆報告事項 1　接遇 2　高齢者虐待について

8名◆協議事項 1　接遇について

◆その他

◆協議事項 1　言葉づかいについて

3　身体拘束について

―　１２０　―

5名
◆協議事項 1　言葉づかいについて

第8回 平成30年12月5日 ◆報告事項 1　接遇について

◆その他 1　今年度のまとめについて

第11回 平成31年3月6日 ◆報告事項 1　接遇について 2　高齢者虐待について

8名

1　今年度の取組結果について

第10回 平成31年2月6日



年間活動実績報告

月 企画名等 内　容

４
身体拘束 資料にて説明

６
接遇について 現状報告

５
高齢者虐待 事例検討

８
高齢者虐待 事例検討

７
身体拘束 事例検討

１０
身体拘束 事例検討

９
接遇について 資料にて説明

１２
接遇について 資料にて説明

１１
高齢者虐待 事例検討

２
高齢者虐待 事例検討・まとめ

１
高齢者虐待 事例検討・まとめ

―　１２１　―

３
接遇について まとめ

備考



（４）衛生委員会　

①

②

③

　期的な清掃は出来ていたようだ。

・安全面では、労災０件で問題なかった。

・ストレスチェック及び健康診断の実施や、委

　員会内で勉強会を実施したが、自己管理がま

　だしっかりできていないためか、体調を崩す

　対応で拡大を防ぐ事ができた。

　職員が多かった。

・インフルエンザが館内で発生したが、適切な

・環境パトロールの実施は出来なかったが、定

◆テーマ：快適な職場をつくり、心と体を健康に！！

課題項目
目標設定の概要

（目標設定の理由または必要性、内容等）
目標達成に向けての手段・方策 平成30年度の取組結果（報告）

安全 ・職員が事故なく安心安全に働ける様に努めます ・環境パトロールの実施、定期清掃の実施（環境整美）

・リスクの振り返りを行います～事故を起こしやすい仕組みの改善 ・点検、整備、心の余裕

・安心安全な介護に努めます ・適切な介護方法を実践し、安全な介護に努める

―　１２２　―

衛生 ・感染対策に努めます ・衛生、感染マニュアルの周知　

も出来てよかった。ただ、急な体調不良でシフト調整が困難なことが幾度かあったので、今後は職員一人一人が健康管理を確実にできるような対策や、急なシフト変更に対応できる体制

を考え職員の負担軽減を考えていきたいと思う。そのためにも、来年度は、環境パトロール実施や職場の安全衛生活動チェックの結果を衛生委員会に反映できるような取り組みを提案し

たいと思う。

・十分な休息を確保します ・十分な休息を確保します

（総評）

　今年度は全体的にほぼ目標は達成できており、問題なく衛生委員会の役割を果たしたと思う。大きな事故もなく、インフルエンザ感染者がいたものの、拡大を最小限に食い止めること

・自分の健康状態を知り、より健康に働ける様に努めます ・勉強会により健康促進を行う

（ストレスがたまらない様に気分転換を行う）

（無理な体制をとるような介護を無くし、腰痛・転倒を防止する）

健康 ・体調管理を各自行います ・ストレスチェック、健康診断の実施及び受診、受検を促す



（委員会開催報告）

◆その他 1　食中毒について（勉強会）

◆報告事項 1　健康診断結果報告 2　職場の安全衛生活動チェック報告

1　ストレスチェックについて 2　消防点検・避難訓練について

3　次回の議題

◆その他 1　こわい虫刺されについて（勉強会）

◆その他 1　熱中症について（勉強会）

2　全国労働衛生週間について

◆協議事項 1　秋の交通安全運動について 2　次回の議題

◆協議事項 1　ストレスチェックについて

◆報告事項 1　消防点検・避難訓練について 2　空調切替について

1　5月の健康診断について 2　次回の議題

開催数／開催日 議　案 出席者数

第1回 平成30年4月4日 ◆報告事項 1　衛生委員会の役割 2　今年度の目標
10名

◆協議事項

第2回 平成30年5月2日

11名1　健康診断について 2　春の“わかば”交通安全運動月間について◆協議事項

3　次回の議題

12名

9名

第5回 平成30年8月1日
11名

第6回 平成30年9月5日

7名

◆その他 1　秋の体調管理について（勉強会）

第4回 平成30年7月4日

3　次回の議題

第3回 平成30年6月6日 ◆協議事項 1　全国安全週間について 2　職場の安全衛生活動チェックについて

3　熱中症対策について

◆協議事項 1　次回の議題

1　健康診断について 2　インフル予防接種について

第7回 平成30年10月3日 ◆報告事項

11名
3　空調切替について

◆協議事項

3　次回の議題

◆報告事項 1　ストレスチェック及び健康診断について

1　次回の議題

第8回 平成30年11月7日

10名◆協議事項

◆その他 1　世界糖尿病デー（勉強会） 2　いいな、いい歯の日（勉強会）

第9回 平成30年12月5日 ◆報告事項 1　器具備品点検棚卸について 2　年末大掃除について

10名1　来年度のテーマと目標について 2　次回の議題◆協議事項

◆その他 1　感染予防対策（勉強会）

第10回 平成31年1月9日 ◆報告事項 1　ストレスチェック及び健康診断結果報告

10名1　来年度のテーマと目標について 2　平成30年度の反省について◆協議事項

3　次回の議題

第11回 平成31年2月6日 ◆報告事項 1　来年度のテーマと目標、年間企画について
11名

1　平成30年度の反省について 2　次回の議題◆協議事項

―　１２３　―

第12回 平成31年3月6日 ◆協議事項 1　平成30年度の反省について 2　5月健康診断について
11名

3　次回の議題



年間活動実績報告

月 企画名等 内　容

４ 衛生委員会の役割説明 衛生委員会の役割説明及び今年度の目標周知

６

空調切替 フィルター清掃（宿直者に依頼）

安全衛生活動チェック 各部署にてチェック項目に沿って確認実施

食中毒勉強会 委員会内で実施

５

消防点検 消防総合点検（業者に依頼）

春のわかば交通安全運動 チラシ配布

消防避難訓練（昼想定） 施設リーダー会議にて計画実施

健康診断 健康診断実施（佐々木病院）

８

秋の交通安全運動 委員会内で注意喚起

勉強会 「こわい虫刺されについて」委員会内で実施

地震避難訓練 施設リーダー会議にて計画実施

７
熱中症対策 ポカリスエット配布

熱中症勉強会 委員会内で実施

１０

ストレスチェック 業者に委託実施

消防避難訓練（夜間想定） 施設リーダー会議にて計画実施

空調切替 フィルター清掃（宿直者に依頼）

消防点検 消防総合点検（業者に依頼）

９ 勉強会 「秋バテについて」委員会内で実施

１２

器具備品点検棚卸 棚卸台帳記帳

年末大掃除 各部署にて実施

感染予防対策 感染防止委員会にて勉強会実施

１１

健康診断 健康診断実施（佐々木病院）

勉強会 「世界糖尿病デー」「いいな、いい歯の日」委員会内で実施

インフルエンザ予防 インフルエンザ予防接種実施（佐々木病院）

２ 風水害避難訓練 施設リーダー会議にて計画実施

１ 次年度事業計画作成 各部署で話し合い、委員会内で作成

―　１２４　―

３ 今年度事業報告 各部署で話し合い、委員会内で作成

備考

計画外の「地震避難訓練」の実施することが出来た。



（５）感染防止委員会

①

②

③

④

　早期な受診等を行い健康管理に努めた。

・連携を取る事を意識し、早期発見に努めた。

・感染症発生時期には標準予防策に努めた。・必要に応じてマスク・アルコール・消毒・うがい・手洗い

・各感染症発生時の状況を調べ各ユニットへ伝達及び掲示。

　行う。 　ない、やっつける。

　の実施。

・看護部・栄養部との連携共有を図る。

食中毒の予防 ・食中毒について職員の意識を高め、安全な食事の提供を ・食中毒発生リスクを抑制に努める。菌を付けない、増やさ

褥瘡予防 ・早期発見、早期対応をする事で予防に努める。 ・委員会にて、状況報告を行い対応を全ユニット共有する。

・定期的な冷蔵庫、冷凍庫の整理。

◆テーマ：感染対策と対応

課題項目
目標設定の概要

（目標設定の理由または必要性、内容等）
目標達成に向けての手段・方策 平成30年度の取組結果（報告）

・勉強会で知識の向上に努めた。

・資料の配布は行えたが、実技が出来なかった。

　になると思われる。

　今後も継続して委員会と各ユニットで管理を行い感染や褥瘡等の予防と早期発見に努め、ご入居者様やご利用者様が健康で快適に過ごせるような活動を取り組みたい。

・体調を崩されるご入居者様や職員がいたが、

・感染発生時周知徹底に努めた。

　めた。

・食中毒予防ポスターを掲示して周知徹底に努

感染防止の徹底 ・基本的な知識、予防を理解し広がりを防ぐ。 ・ご入居者様、スタッフの健康管理に努める。

・委員会で報告し、ケアの統一を図った。

・食べ物の持ち込みや賞味期限に注意して、冷

　蔵庫での管理を行っていた。

・開催日程との調整が上手く出来ず、佐々木病

　院褥瘡委員会への出席が出来なかった。

―　１２５　―

　する。 ・内容を各ユニット職員へ伝達。

・処理道具一式を職員が分かるようにする。

嘔吐処理方法を知る ・嘔吐、感染予防と共に誰もがいつでも対応できるように ・実技の勉強会を行う。

・勉強会を開催し知識を増やす。

・佐々木病院褥瘡委員会への出席継続。

（総評）

　感染者発生時、ご家族様やご来館された方にご理解とご協力を頂けるよう掲示板で「手洗い・うがい・マスクの着用・消毒の徹底」を周知させ、感染の拡大防止に努めた。

　今後さらに他の種類の感染にも備えて知識を向上させ防止対策を実践できるように研修会の参加や勉強会を行っていきたいと思う。

　また、ケアの統一が出来ていない事もあった為全員が把握できるようにチェック表などを作成して統一を目指したい。統一ができることにより情報の共有も行いやすく医療連携が可能

・資料は各ユニットへ配布し伝達を図った。

・処理道具一式を職員が把握することはできて

　いたが、定期的な確認が行えなかった。



（委員会開催報告）

第6回 平成30年10月3日 ◆報告事項 1　褥瘡関連報告 2　水虫関連報告

11名
◆その他 1　看護より 2　勉強会（麻疹について）

8名
◆その他 1　看護より 2　爪切りについて

◆報告事項 1　褥瘡関連報告 2　水虫関連報告

◆その他 1　看護より 2　勉強会（食中毒について）

第5回 平成30年8月1日

◆報告事項 1　褥瘡関連報告 2　水虫関連報告
7名

第4回 平成30年7月4日

◆報告事項 1　褥瘡関連報告 2　水虫関連報告第3回 平成30年6月6日
12名

◆その他 1　看護より 2　勉強会（Ｂ型肝炎について）

11名
◆その他 1　看護より 2　勉強会（目の感染症について）

第2回 平成30年5月2日 ◆報告事項 1　褥瘡関連報告 2　水虫関連報告

◆その他 1　看護より 2　勉強会（溶連菌感染症）

出席者数

第1回 平成30年4月4日 ◆報告事項 1　褥瘡関連報告 2　水虫関連報告

◆協議事項 1　議事録・勉強会担当決め

開催数／開催日 議　案

10名

第7回 平成30年11月7日 ◆報告事項 1　褥瘡関連報告 2　水虫関連報告
8名

◆その他 1　看護より 2　勉強会（レジオネラ菌について）

第8回 平成30年12月5日 ◆報告事項 1　褥瘡関連報告 2　水虫関連報告
8名

◆その他 1　看護より 2　勉強会（感染症について・感染症対策について）

第9回 平成31年1月9日 ◆報告事項 1　褥瘡関連報告 2　水虫関連報告

10名
◆協議事項 1　事業計画について

◆その他 1　看護より 2　勉強会（尿路感染について）

3　インフルエンザ発生に伴い全館での対応

第10回 平成31年2月6日 ◆報告事項 1　褥瘡関連報告 2　水虫関連報告

11名
◆協議事項 1　事業計画について 2　事業報告について

◆その他 1　看護より 2　勉強会（ＥＳＢＬ菌について）

3　佐々木病院の褥瘡委員会参加について

―　１２６　―

第11回 平成31年3月6日 ◆報告事項 1　褥瘡関連報告 2　水虫関連報告

11名
◆協議事項 1　事業報告について

◆その他 1　看護より 2　インフルエンザ対策について

3　佐々木病院の褥瘡委員会参加について



年間活動実績報告

月 企画名等 内　容

４
溶連菌感染症 勉強会実施　

褥瘡、水虫報告 各ユニットにて皮膚状況、ケアの把握

６
B型肝炎 勉強会実施　

褥瘡、水虫報告 各ユニットにて皮膚状況、ケアの把握

５
目の感染症 勉強会実施　

褥瘡、水虫報告 各ユニットにて皮膚状況、ケアの把握

８
麻疹について 勉強会実施　

褥瘡、水虫報告 各ユニットにて皮膚状況、ケアの把握

７
食中毒　 勉強会実施　

褥瘡、水虫報告 各ユニットにて皮膚状況、ケアの把握

１０ 褥瘡、水虫報告 各ユニットにて皮膚状況、ケアの把握

開催なし 開催なし９

１２
感染症についてと感染対策について 勉強会実施　

褥瘡、水虫報告 各ユニットにて皮膚状況、ケアの把握

１１
レジオネラ症 勉強会実施　

褥瘡、水虫報告 各ユニットにて皮膚状況、ケアの把握

２

事業報告、事業報告について 事業計画決定。事業報告検討。

褥瘡、水虫報告 各ユニットにて皮膚状況、ケアの把握

ＥＳＢＬ菌について 勉強会実施　

１

事業計画 事業計画を決める。

褥瘡、水虫報告 各ユニットにて皮膚状況、ケアの把握

尿路感染について 勉強会実施　

―　１２７　―

３
ポスターについて 感染のポスターを

褥瘡、水虫報告 各ユニットにて皮膚状況、ケアの把握

備考


