
 
第５４回 こころ庵運営推進会議 

２０１７．４．１２ 
１．理事長 挨拶 

ご利用者の望まれることに対応出来る様、季節の行事の参加ができるよう、限られた人数の職員
であっても対応あせてもらっている。地域の方々のご支援もあってできていることと感謝してい
ます。 

  
２．運営推進会議構成員各位の自己紹介 
 

家族代表 2人 地域住民代表 １人 
東部地域包括支援センター職員 1人 有識者 １人 
理事長、管理者、職員等 4人 市役所職員 １人 

 
３．利用状況 
  Ⅰ．（報告事項） 
   ケアマネージャーより  
    新規利用者、67歳女性、一人暮らしの方。Ｈ25年頃より、認知症状がみられた 
   ものの、通院加療せず、昨年Ｈ28年、何度も買い物に行く、決められた時間にゴミ 
   が捨てられない等の症状がみられ、近所の人から、家族に話があり、当院受診し、認 
   知症デイケアの利用を開始、日曜日のみ自宅にいる際に、何度も買い物に行く、イン 
   フルエンザに罹患しても、なぜデイケアに行けないか忘れてしまう等の症状があり、土曜 
   日曜の泊まり利用開始となりました。 
    同様に、タピアマンションに入居の方も2名、インフルエンザに感染されましたが、部 
   屋で寝ていることも難しい方もおられ、他利用者様への感染防止苦慮いたしました。 

 
 

Ⅰ．サービス利用状況   ４月１２日現在  登録者数 2２名（男性７名 女性１5名） 
                             

    介護度別利用状況  新規１名（入院中１名） 
要支援１ ０名 要介護３  ８名 
要介護１  ４名 要介護４  ５名 
要介護２  ５名 要介護５ ０名 

                  
    年齢別利用状況 

 男性 女性  男性 女性 
６０代 0名  0名 ９０代 1名 3名 
７０代 2名  3名 １００代 0名 1名 
８０代 4名  8名    

 
    Ⅱ．（報告事項） 

 管理者より 
サービス利用状況報告等 （サービス内容・ご利用者の様子） 

 
    ●行事・地域との関わり・他取り組み等の報告をさせていただきます。 
      

第一水曜日：ふれあいサロン 
 
２／８は、春らしい桜の花びらの形をしたスタンド式の飾りを作りました。最初は緊張した面
持ちでしたが今日作る作品の見本に、「あんなのが出来るのね、楽しみだわ～」と笑顔へと変
わってゆきました。折り紙でお雛様やお内裏様を折る際は紙が小さく悪戦苦闘しておられまし
たが、「指先を使って、いい刺激になるわ～」と懸命に取り組まれました。 
おやつにあったかいお汁粉を頂き、「疲れた頭には糖分の補給が必要ですね」と地域の方々と
談笑しておられました。 
 
３／８は、食事会に参加して来ました。食事会が始まるまでは輪投げやお手玉などのゲームに
参加し、地域の方々と楽しい時間を過ごしました。 
食事会が始まると、色鮮やかなちらし寿司やデザートの苺、桜餅を前に、「おいしそ～」とに
っこりされ、箸が進みました。その中でも豚汁が一番おいしかった様で、あっという間に飲み
干されていました。地域の方に“お味はどうですか？”と声をかけられると、「やっぱりちら
し寿司は穴子入りですよね」と笑顔で答えられ食事会を楽しまれました。 

 



 
     行事・地域との関わり  

 
☆ ２ ／１２ みんなでどら焼きを作ろう♪                                                     
今日はホットプレートを使いどら焼きを作りしました。材料を混ぜたり、あんこを丸めたりと
役割分担して取り組み、どら焼きの皮は、枚数を重ねるにつれ分量や焼き具合が分かり上手に
焼き上がりました。「いい匂いじゃね～」、「店で売りょうるみたい」とホットプレートを囲
んで会話も弾んでいました。ふっくらと焼きあがったどら焼きを皆さまパクパクと食べ、「も
う夕食はいらんね」、「これは別腹よ」と楽しくおいしい時間を過ごしました。 

 
☆ ２ ／１９ おひなさまを作ろう                                      

  ひな祭りが近づき、今日は皆でお雛様を作りました。着物の色や柄を選んだり、折る・貼る・
切るといった作業も皆さまスムーズにこなし、ご利用者様同士、相談し合いながら取り組まれま
した。出来上がったお雛様はそれぞれ個性的で、お互いの違いを見て楽しまれておられました。 

 
☆ ２ ／２６ カラオケ大会♪                                  

    日曜の午後はこころ庵ではすっかり恒例となったカラオケで盛り上がりました。マイクを握り
しめ懐かしの名曲を熱唱。高得点が出ると、「すごいね～」と拍手が沸き起こり、歌われない
方も手拍子をしたり、踊ったりと様々な楽しみ方をされていました。 

    最後はふるさとを皆で合唱しカラオケ大会は幕を下ろしました。 
  
☆ ３ ／ ５ 季節の折り紙を作ろう                                                     

    少しずつ暖かくなり、「春の訪れが待ち遠しいね～」と話しながら、春らしいカラフルなクロ
ーバーやちょうちょうなどの小物作りをしました。クローバーと言えば緑色・・・と思ってい
たのはスタッフだけで、「クローバーは紫色じゃろ？」など色々な意見もあり、お好みの色で
作って頂きました。折る・切るなどの作業が難しい方もおられましたが、「どこ折るん？」と
お互いに確認し合いながら完成しました。出来上がった花やクローバーを身にまとう方や両手
に持ち、リンゴの唄を歌いながら踊る方など今日も笑顔の多い一日になりました。 

 
☆ ３ ／１２ 手拭い体操                                          

    今日は手拭いを使って体操をしました。普段は体操が始まると寝たふりをされる方が手拭いを
渡され、「何するん？」と興味を持って下さいました。手拭い体操は、手や体を伸ばすには使
うと便利で、「よぅ手が上がる」と皆さま、張り切って取り組まれました。 

    体操の後は、歌を歌ったり、“ハワイ航路”→どこに旅行に行ったか？、“ふるさと”→どこ
で生まれたか？など歌の内容に沿って質問し、色々なことを思い出されながら会話を楽しまれ
ました。 

 
☆ ３ ／１４ あかね美容室                                                          

      今回は12名の方がカットして頂きました。いつもカットして頂いている方は、「今日もよろし
くお願いします」と嬉しそうに席につき落ち着いた様子でカットして頂いていました。 

      バリカンの音に少し驚いた顔をされる方もおられましたが、ベテラン美容師さんの「大丈夫よ
～」の声に、「ほんまかの？」と苦笑いしておられました。 

      カットが終わると、「かわいかろ？」とカメラに向かい次々とポーズをとり、たくさんの写真を
撮ってもらうその顔はとっても満足そうでした。 

 
☆ ３ ／１９ お手軽スイーツ“苺ミルク羹”作りで春を感じましょう♪                                  

  今日は桜の花をイメージしたスイーツ作りに挑戦しました。苺ピューレ作りでは、フォークを
使用しましたがうまくいかず苦戦しているとあるご利用者様が、「手でつぶせば簡単よ♪」と教
えて下さり、パパッと手早く苺ピューレができました。苺の色合いに、「春ね～」と喜ばれ、甘
酸っぱい香りがホールに広がりスイーツ作りの期待感もUPしていきました。材料を煮溶かした
り冷やし固めていくと…桜の花びらを散らしたような美しい色合いとなり、「きれいじゃね～」、
「どんな味がするのかな～」と期待感はどんどん上がっていきました。型抜き作業では一つで
も多く…と詰め合いながら型を抜き、「目がよく見えないから難しいわね～」と言われながらも
皆さま、丁寧に取り組まれました。かわいく型抜きされた苺ミルク羹は食べるのが勿体ないく
らいでしたが口に運ぶと、「ちょうどいい甘さね」、「苺の味が活きているわね」と美味しく召し
上がられました。 

 
☆ ３ ／２０ なんちゃって牡丹餅を作ろう♪                                                       

    お彼岸を迎えお墓参りの話や、「墓掃除をせんとね」と話される方もおられ、季節の行事“牡
丹餅作り”をしました。 
春の彼岸や秋の彼岸、おはぎやぼたもちの違いについて質問すると、「ありゃ～いつじゃった
かな？」と首を傾げながらお互いの顔を見つめられ、答えを言うと、「あ～そうじゃった」と
少しホッとした様な笑顔をされておられました。 



ご飯を麺棒でつぶす際、「餅をつきよるようじゃの～」、「これはもち米じゃろ？」と皆さま
とても嬉しそうに、また楽しみながら取り組まれていました。大きなぼたもちを前に、「こり
ゃ、大き過ぎじゃね～」と言いつつも、皆さま残さずに召し上がられました。きなこのぼたも
ちの中にあんこが入った”当たりのぼたもち”が当たった方は、「当たりかぁ、宝くじでも買
いに行こうかの～」と言われたり、「売っとるのよりおいしいよ、ほんまに」ととても喜んで
頂けました。 

 
☆ ３ ／２６ 春のお楽しみ会                                      
今日は午前に運動の部、午後に工作の部として春のお楽しみ会を開催しました。 
運動の部では、春の歌をうたいながら体操をしたり、新聞紙でできた棒を使った棒体操に棒サ
ッカーをしました。机の上をコロコロ転がるサッカーボールを落とさないように一生懸命に追
いかけているといつもは痛いはずの肩や腕がよく動き、「痛いの忘れとった～」と大笑いされ
ていました。 
午後の部では、桜の花と蝶々を作りました。桜の花は少し難しかった様ですが皆さま熱心に取
り組まれ、こころ庵はすっかり春満開になりました。出来上がった花を見て、「お花見に行く
のが待ち遠しいね」と心待ちにされておられました。 
 

☆ ４ ／ ２ 花見は延期だ…ホールに桜を咲かせましょう♪                                           
    今日はお花見の予定でしたが桜の開花が間に合わず延期になった事をお伝えすると、「え～、

花見に行かれないの？」と残念がられる言葉が聴かれました。 
はさみで切る際、下書きが見え辛く眉間にしわを寄せながら真剣にはさみを入れておられまし
た。毛糸に花や葉を貼り始めると、「どれを重ねたらいいかねぇ？」、「これはどぅ？」とお
互いの作品を見比べながら、また、「いいんじゃない」と褒め合いながら取り組まれておられ
ました。 
できあがり、どこに飾るか皆でアイデアを出し合い、天井のエアコンに決定しました。すべて
飾り終え、「ええね、キレイじゃね」、「ここでお花見できそう」と喜ばれ、あるご利用者様
は、「見上げたら首の運動になるね」と素敵なアイデアを提案されておられました。 

    
☆ ４ ／  9 お待ちかね！咲いたよ♪ お花見ドライブへ行こう✿             
 “桜を見に行きましょう♪”とお声かけすると、「桜!?行く行く～」と皆さま目を輝かせ、ルン
ルン気分で車に乗り込みました。車窓から見える満開の桜に、「うわぁ、いっぱい咲いとるねぇ」
と指さしながら喜ばれておられました。 

 公園に着くと満開の桜に自然と笑みがこぼれ、「キレイじゃね～」と見惚れたり、桜の枝に手を
伸ばしたり、「ちょっと香りがするよ、嗅いでみぃ～」と香りを楽しんだり、幹を触ったりと皆
さまご自分流の方法で桜見物をされ、たっぷりと花見を楽しまれました。 

 戻られてから、「連れてってくれて嬉しかったぁ、ありがとう」、「涙が出た～」と涙ぐまれなが
ら喜ばれ、春の訪れを感じて頂く事ができました。 

 
   ★看取りケアのご報告 
   この３月３日～桃の節句の日～、こころ庵最高齢１０２歳の女性の方を看取らせて頂きました。

去年の夏の終わり頃より緩やかに徐々に傾眠傾向を認められるようになり、その折からご家族様
とは“最期をどのように迎えさせて頂くか”ということを繰り返し確認させて頂いておりました。
最終的なご決断は“自然な死を迎えられるように延命処置は一切いらない。そのための救急搬送
も必要ない”ということでした。 
新年を迎えた頃は、「何でも食べるよ。まだまだ何でも食べたいね～」とゆっくりゆっくりと時間
をかけて噛みしめるように食事を味わいながら召し上がっておられた方が２月中旬を過ぎた頃よ
り、一つの大きな灯が消えたように食べられなくなり、大好きだったチョコレートさえも欲しが
られないようになってこられました。一日の殆どを臥床して過ごされるようになられ、臥床での
食事介助をお勧めしたところ、「横になったままで食べるいうことなんかがあるんかねぇ!?」とい
う辛がられるようなお答えでした。“食事はテーブルに向かい座って召し上がるもの”というその
方の生活観を大切に受け止めさせて頂き、“食べたくない”という状態を見守ることが私たちにで
きるケアの一つでした。しかし、食事・水分摂取量が低下してくると共に生命維持のバロメータ
ーの一つである尿量も減少してきます。医療的側面の立場から生命を見つめ、その畏敬の重さに
向き合った時、倫理的な葛藤も生じます。～「私たちは生命の自然な流れにいつ何を成し得てよ
いのか？何を成してはならないのか？」～ 
一日を過ぎる頃に尿を認めなくなった初日、点滴によるフォローを検討してみました。この方は
それまでも発熱などで身体的苦痛が強い時でも、“排尿にはトイレに座る”ことを強く希望されて
いました。意識レベルへの影響もあり得るほどの危険性の高さもあるためリハビリパンツ内への
拝領をお勧めしても、「横になったままでしっこするいうことがあるんかねぇ!?」と泣かれるよう
に悲しい声で答えられていたこともあったため、私たちはどんな場合もトイレ介助を行っていま
した。点滴しながらのトイレ介助には事故の危険性はさらに高まります。 
“この方の排泄に対するこの生活観が今までの生命を支えてきたものの一つ。その思いを最期ま
で敬い大切にさせて頂く事がこの方への私たちの看取りケアの方向性であるはず…”と、私たち



は自然な看取りを願いました。主治医はその方の思いも私たちスタッフのケアへの願いも受け止
め、見守って下さいました。また、ご家族様にも細やかにその意味を説明して下さり、ご家族様
も安心して私たちのケアにその方の看取りを委ねて下さいました。 
 
自然な看取りをしていくという医療的判断は、“老衰過程から死に至る身体に不必要な負担をかけ
ない”という根拠に基づいたものでもありました。この方の場合は、最期まで血圧もほぼ安定さ
れ、脈拍も乱れる事も少なく、苦しそうな呼吸になる事も最小限に留まることに繋がったと考え
られます。また、痰の増量が認められなかったこともその結果の一つにあり、静かに眠るように
息を引き取られ、穏やかな死を迎えられるための対応となりました。しかし、その最期に至るま
でには口内が乾燥し、それに伴う熱さが苦痛となり、辛い訴えを繰り返しておられました。また、
乾燥した口内に生じる喀痰は少量でも気道を閉塞させる危険性を高く抱えている事を主治医から
も助言頂き、頻回に細やかに口内を湿らせながら粘って取り除きにくい痰を清浄し、苦痛を軽減
するためのケアとして努めておりました。 
利用者様の生活に携わってきたケアスタッフが利用者様の想いや願いを受け止め、汲み取り、“最
期までその人らしい人生を尊厳する生活を支えるケア”の方向性を見出す役割を担い、その実践
を支援するために医療的視点からは限られた生命に真摯に向き合い、できるだけ安楽に穏やかな
最期を迎えるためのケアの内容・方法を具体化したプランニングをする役割を担うという介護と
医療の両輪の連携の重要性を学ばせて頂きました。 
かけがえのない貴重な最期の時間に、更なるケアの質の向上に向けた学びを与えて下さった人生
の大先輩であるご利用者様とご家族様への感謝の想いを、これからもケアの専門性を高めていく
ための意識に繋げ育んでいきたいと思っております。 
 
4. 意見交換 

 ・運営推進委員の皆さまからのご意見・ご報告 
家族：この度は、家族がインフルエンザにかかり、急遽泊りを増やしていただき助かりました。急
な時の対応もしてくださり助かっています。お花見に連れていってもらったり、季節の行事事をし
てくださり、家ではできないことを体験させていただき、ますます元気ですごせると思います。 
 
民生委員：看取りについての報告を聞きき、病院ではなかなか本人の希望する事は対応してくれな
いと思っているが、ご本人が望まれる生活のスタイルを重視されての対応に感心しました。 
民生いいんとして地域の高齢者の相談を聞いていて、この度要支援の方のサービス利用について、
使えなくなったと心配されています。⇒高齢者福祉課管理係対応 

 
家族：家に居る時には、季節の行事の参加、外出も少なかったが、いろいろ対応してもらっている
ようで喜んでいる。こころ庵のスタッフから、本人のその時の状況を教えてもらうことができ安心
している。家にいるときに比べ、笑顔が増えたように思う。今は幸せなのでは？認知症という病気
を理解してもらって対応してもらっていることが、今の状態に繋がっていると思う。 

 東部包括：看取りの報告を聞き、本人が自宅での最期を希望していても、それに対応してくれる
事業所が少ない。最期を支えてくれる人がいるということが重要 
 
こころデイケア：今現在も、インフルエンザ感染の方もいらっしゃることを聞き、引き続き体調
管理を十分に行っている。デイケアでも、桜の花見に利用者さんとともにいく事ができた。 

  
 事務長：認知症カフェについて 
    防災について スプリンクラー設置済報告 
 
  ●防災についての意見交換 
   こころ庵管理者より：避難訓練（日中・夜間帯）をスタッフと年に２回は実施している。 

また運営委員の皆さまとも、実際の現場にてシュミレーションを例年行わせていただいてい
ます。今年もどこかの運営推進会議の後に予定させて頂きますので、ご協力をお願いいたし
ます。またマニュアル整備を行い、とっさの事態にも対応できるように周知しております。 

    また風水害時の研修も行っております。 
         尾道市高齢者福祉課：風水害時こころさんは、建物や立地的・また現実的にも、避難所である

公民館への水平移動ではなく、建物の上階への垂直移動が相当でしょう。色々な事故・事
件が起こる度に事業所さんは対応に追われ大変でしょうがご利用者の安全の為よろしくお
願いします。 

 ・地域の取り組み 
 ・地域の心配事・事例検討 
 ・前回会議のご意見からのご報告        など・・・ 

 
5．次回運営推進会議日程 
      
６月 １４日（ 水 ）曜日  時間→（13：00）  


