
福祉サービス第三者評価結果報告書【令和2年度】
年 月 日

東京都福祉サービス評価推進機構
公益財団法人　東京都福祉保健財団理事長　殿

評価機関名　

認証評価機関番号　 機構 09 －

電話番号　
代表者氏名　 印

以下のとおり評価を行いましたので報告します。

①

②

③

④

⑤

⑥

福祉サービス種別

評価対象事業所名称

事業所代表者氏名

契約日 年 10 月 1 日

利用者調査票配付日（実施日） 年 11 月 23 日

利用者調査結果報告日 年 1 月 19 日

自己評価の調査票配付日 年 11 月 23 日

自己評価結果報告日 年 1 月 19 日

訪問調査日 年 3 月 15 日

評価合議日 年 3 月 16 日

コメント
(利用者調査・事業評価の
工夫点、補助者・専門家等
の活用、第三者性確保の
ための措置などを記入）

年 月 日

事業者代表者氏名 印

2020

2020

評価機関から上記及び別紙の評価結果を含む評価結果報告書を受け取りました。
本報告書の内容のうち、

2021

2021

サービス項目を中心とした評価手法を採用し評価者2名が評価した。訪問調査に先立ち
ウェブサイトや他の公開された資料を調べた。訪問調査では書類の確認をしたのち、施
設長に対するヒアリングを行った。事前資料確認、訪問調査の都度評価者間の合議を行
い、原稿を持ち寄り最終合議を経て報告書を作成した。家族へのアンケート調査は匿名
性を確保するため、回答は評価機関への直接郵送とした。職員へのアンケートは評価項
目ではなく標準項目レベルで回答を求め、職員の意見を数量化、グラフ化して比較・分析
した。

2021

2021

評価者氏名・担当分野・評
価者養成講習修了者番号

所在地

H1601016

H1001032

 看護小規模多機能敬愛の森

事業所連絡先

℡

東京都東村山市富士見町1丁目14番地3

評価者氏名

藤永　清和

042-306-3199

看護小規模多機能型居宅介護

191-0062〒　

2020

042- 514- 8061

 特定非営利活動法人　あす・ねっと

189

東京都日野市多摩平1-2-26　シンデレラビル3F

〒

鈴木雅子

189-0024

1392700132指定番号

所在地　

 土方　尚功

森川　京子

修了者番号

利用者調査とサービス項目

を中心とした評価手法

機構が定める部分を公表することに同意します。

別添の理由書により、一部について、公表に同意しません。

別添の理由書により、公表には同意しません。
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〔事業者の理念・方針、期待する職員像：看護小規模多機能型居宅介護〕 令和2年度

《事業所名：  看護小規模多機能敬愛の森》

1

事業者が大切にしている考え（事業者の理念・ビジョン・使命など）のうち、
特に重要なもの（上位５つ程度）を簡潔に記述
（関連　カテゴリー１　リーダーシップと意思決定）

2

（１）職員に求めている人材像や役割

（２）職員に期待すること（職員に持って欲しい使命感）

1）ご利用者の基本的人権が保護される介護を実践します
2）ご利用者様が安心して家庭的な生活ができるように支援します
3）ご利用者様が生きがいを持って生活ができるように支援します
4）職員間のチームワークを良くして明るい職場を実現します
5）介護技術の向上に努力します

(1) ご利用者の皆様を人生の先輩として尊敬の心で接します
(2) ご利用者の皆様にいつも笑顔と優しい心で接します
(3) ご利用者の皆様とご利用者と同じ屋根の下で生活する仲間です
(4) ご利用者の皆様の生き甲斐や楽しみを一緒に見つけるように努めます
(5) ご利用者の皆様のペースに合わせて行動します
(6) ご利用者の皆様の生活の『質』の向上のために、頭を使い、身体を使います

責任性、積極性、協調性、規律性を兼ね備えた職員となること。ご利用者に対する関わりについては、上記（１）を常時意識
できる職員となること。

理念・方針　（関連　カテゴリー１　リーダーシップと意思決定）

期待する職員像　（関連　カテゴリー５　職員と組織の能力向上）



〔利用者調査：看護小規模多機能型居宅介護〕 令和2年度

利用者総数

アンケート 聞き取り 計
共通評価項目による調査対象者数 18 18
共通評価項目による調査の有効回答者数 15 15
利用者総数に対する回答者割合（％） 83.3 0.0 83.3

利用者調査全体のコメント

利用者調査結果

は い
どちらとも
いえない

いいえ
無回答
非該当

13 1 0 1

12 3 0 0

　《事業所名：  看護小規模多機能敬愛の森》

調査対象

調査時点の利用者は、男性8名（平均年齢87才、平均要介護
度2）、女性10名(平均年齢87.5才、平均要介護度3.6)の合計
18名である。

アンケート方式
11月に敬愛の森から利用者にアンケート用紙を配布し、評価
機関へ直接郵送する方法で回収した。

調査方法

18

「忙しいので、待つことがあります」とのコメントがあった。「はい」は12名80％、「どちらともいえない」は3名、20%だった。

1．予定外の利用要求に柔軟な対応がされているか

2．通いや泊りの際の過ごし方は、個人のペースに合っているか

特にコメントはなかった。「はい」は13名87％だった。

アンケート回収率は前回2019年度の約63％から約83％に向上した。総合満足度は、「大変満足」6名、「満足」7名で、満
足以上は13名、全回答者の86％である。総合的意見には、「常日頃から、きめ細やかなケアをしていただき感謝してお
ります」、「コロナに対して、適切な対応を適切なタイミングで実施されており、きちんとした事業者さんだなという印象で
す」、「こちらのケアマネさん（2名にお世話になりました）は、しっかり的確にアドバイスや計画を立てていただけるので、
とても心強いです」などの意見があった。設問別では、もっとも「はい」が多かったのは問4「情報提供と助言」であり、14
名が「はい」と答えたが、1名が「いいえ」と答えた。

実数

コメント

共通評価項目
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13 2 0 0

14 0 1 0

12 2 0 1

13 0 1 1

13 0 1 1

11 2 0 2

12 2 0 1

「良く見て手助けしていただいている」、「もう少し入浴の日数があるとうれしい」などのコメントがあった。

「はい」は14名、93%だった。

3．日常生活で必要な介助を受けているか

4．職員から必要な情報提供・助言を受けているか

「はい」は12名、80%だった。

5．事業所内の清掃、整理整頓は行き届いているか

「はい」は13名、87%だった。「いいえ」が1名、7％あった。

「はい」は13名、87%だった。「いいえ」が1名、7％あった。

6．職員の接遇・態度は適切か

7．病気やけがをした際の職員の対応は信頼できるか

「はい」は11名、73%だった。

「はい」は12名、80%だった。

8．利用者同士のトラブルに関する対応は信頼できるか

9．利用者の気持ちを尊重した対応がされているか
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12 2 0 1

13 1 0 1

13 1 0 1

13 1 0 1

10 1 1 3

「はい」は12名、80%だった。

「はい」は13名、87%だった。

10．利用者のプライバシーは守られているか

11．個別の計画作成時に、利用者や家族の状況や要望を聞かれているか

「はい」は10名、67%だった。

14．外部の苦情窓口（行政や第三者委員等）にも相談できることを伝えられてい
るか

「はい」は13名、87%だった。

「はい」は13名、87%だった。

12．サービス内容や計画に関する職員の説明はわかりやすいか

13．利用者の不満や要望は対応されているか
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〔サービス分析：看護小規模多機能型居宅介護〕 令和2年度

《事業所名：  看護小規模多機能敬愛の森》

Ⅰ サービス提供のプロセス項目（サブカテゴリー１～３、５～６）

№

4／4

評価項目1

　　

評価

毎月、写真をふんだんに活用し、その月のトピックス記事を掲載した「敬愛の森だより」を発行し、関係機関や近隣住民、利用者に配布して
いる。あんこう鍋や森の音楽会、囲碁サロン、陶芸絵付け教室、生活実習所のパン販売など様々なイベントの情報があり、地域とのかか
わりが見える。この「敬愛の森だより」は、ホームページで読むこともできる。本誌には2020年3月号から新型コロナウイルスの情報が出て
くる。新型コロナウイルス感染症対策のため、イベントは中止になり、紙上作品展を開催するなど工夫している。

パンフレットとホームページで情報発信し、運営推進会議で報告している
当施設は、元気なシニアの居場所としての複合施設「南台シニアセンター 敬愛の森」の中の一つであり、カラー16ページのパンフレットを
配布している。このパンフレットにより、敬愛の森の全体像と、看護小規模多機能の内容が紹介されている。看護小規模多機能は、通い
（デイサービス）・訪問介護・訪問看護・宿泊（ショートステイ）・ケアマネジメントの5つのサービスを一元的に利用できるサービスである。地
域密着型であり、東村山市民限定の登録制で当施設の定員は25名（通い15名、宿泊5名）である。運営推進会議で利用状況を報告してい
る。

4. 利用希望者等の問い合わせや見学の要望があった場合には、個別の状況に応じて対応している

サブカテゴリー1の講評

問い合わせ、見学には、管理者が対応し説明している
電話での問い合わせには、入院中か在宅か、利用者と家族の困りごとを聞き看護小規模多機能が適切か・向いているかを話す。居宅介
護支援事業所のケアマネジャーからの問い合わせもあり、家族の希望をかなえられるか相談している。見学時には、「介護するご家族
へー敬愛の森―看護小規模多機能型施設の紹介」、「退院後の在宅復帰―敬愛の森―看護小規模多機能型施設の紹介」により、通い
時間の柔軟性や夕食の持ち帰り、安否確認、服薬管理、ショートステイの活用など、退院後の暮らしの組み立てや在宅生活の継続に当施
設を利用する利点を説明している。

月刊「敬愛の森だより」を近隣住民と関係機関に配布し、情報提供している

利用希望者等に対してサービスの情報を提供している
評点（○○○○）

標準項目
1. 利用希望者等が入手できる媒体で、事業所の情報を提供している

2. 利用希望者等の特性を考慮し、提供する情報の表記や内容をわかりやすいものにしている

3. 事業所の情報を、行政や関係機関等に提供している

共通評価項目

1
サブカテゴリー1

サービス情報の提供 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

看護小規模多機能型介護は、一般の居宅介護支援事業所やデイサービス、訪問介護などの組み合わせや小規模多機能型居宅介護で
は対応できない医療ケアの必要な方が安心して在宅生活が送れるように、看護と介護の連携を強化した介護保険サービスの一つであ
る。そのため、痰の吸引や経管栄養などを必要とする利用者に24時間365日柔軟に対応するものである。契約書、重説による説明　計画
を立て、料金が食事の提供にかかる費用や宿泊にかかる費用などは別であるが、通い、訪問、宿泊（介護）費用は包括費用（定額）である
ことの説明もある。

利用開始にあたって生活歴の把握、不安解消、利用前の生活を踏まえている
申込書は利用者の情報提供書を兼ねており、出身地や慣れ親しんだ場所など簡単な生活歴を記載するようになっている。また、「禁忌事
項」には「避けるべき話題」、「避けるべき言葉」、「避けるべき活動」の欄もある。これらの情報をもとにカンファレンスを開催し、利用前の生
活を踏まえて支援計画を立てている。入所施設を退所したその日に居宅でカンファレンスを開き、在宅生活に戻るための課題や目標を確
認した例もある。カンファレンスには、利用者本人と家族のほか、福祉用具専門相談員と当施設のケアマネジャー、看護師が参加してい
る。

サービス終了時には、在所時のアセスメントを作成し途切れないよう情報提供している
前年度は、居宅介護支援事業所等の利用が困難になった場合や病院から退院して在宅復帰するなど新規利用者が16名であった。一方、
医療機関への入院、福祉施設、保健施設への入所、他の事業所利用、死亡、その他18名が当サービスの利用を終了した。サービス利用
終了時には、支援が途切れず継続するように次の機関に支援経過記録をもとにアセスメントを作成し情報提供している。

2. 利用開始直後には、利用者の不安やストレスが軽減されるように支援を行っている

3. サービス利用前の生活をふまえた支援を行っている

4. サービスの終了時には、利用者の不安を軽減し、支援の継続性に配慮した支援を行っている

サブカテゴリー2の講評

看護小規模多機能の特徴、使い方を説明し、理解してサービスを利用してもらっている

3. サービスに関する説明の際に、利用者や家族等の意向を確認し、記録化している

サービスの開始及び終了の際に、環境変化に対応できるよう支援を行っている
評点（○○○○）

標準項目
1. サービス開始時に、利用者の支援に必要な個別事情や要望を決められた書式に記録し、把握している

サービスの開始にあたり利用者等に説明し、同意を得ている
評点（○○○）

標準項目
1. サービスの開始にあたり、基本的ルール、重要事項等を利用者の状況に応じて説明している

2. サービス内容や利用者負担金等について、利用者の同意を得るようにしている

2
サブカテゴリー2

サービスの開始・終了時の対応 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

評価項目3

　　

評価

評価項目4

　　

評価

計画は定期的見直しのほか、状態変化に応じた計画の見直しを実施している
居宅サービス計画書と、それに基づいて訪問や泊り、訪問看護、訪問介護の具体的なケアの内容を盛り込んだ個別支援計画書を作成し
て利用者の支援をしている。居宅サービス計画書は介護認定の期間に合わせて、長期目標は1年、短期目標は半年ごとに見直すほか、
利用者および家族の意向や状態変化に応じて見直している。利用者一人ひとりのニーズの変化に応じて訪問中心から通い中心へ、宿泊
の利用など、柔軟に対応している。

担当制で個別援助計画を作成し、ケア実施記録や個別連絡ノートにより情報共有している
担当制により個別援助計画を作成しており、居宅サービス計画書や個別援助計画をもとに、介護職員・看護職員・介護支援専門員による
共同ケアを実施している。利用者に関する情報を担当者会議やカンファレンス、ミーティング等を通じて、職員間の共通認識を持ち、ばらつ
きのないケアを実践するように努めている。利用者の変化時には1冊のノートにインデックス付きで情報を記録しているが、情報発信の遅
延、情報が不十分な場合があり、全職員が計画内容や記録を的確に把握・共有しているとは言えない場合があり、情報共有には課題が
残っている。

1. 計画の内容や個人の記録を、支援を担当する職員すべてが共有し、活用している

2. 申し送り・引継ぎ等により、利用者に変化があった場合の情報を職員間で共有化している

サブカテゴリー3の講評

利用者と家族の意向を汲み、課題（ニーズ）を把握して、目標を立てている
「早く自宅に戻りたい」などの利用者本人の意向、「何とかもう一度自宅での生活を送らせてあげたい」という家族の意向を受け止め、入
院、入所施設を経て、自宅での生活を再開するにあたっての総合的な援助の方針を立て、それを実現するために解決すべき課題（ニー
ズ）を明確にしている。そのうえで、健康管理、福祉用具、機能訓練、訪問、通い、宿泊の利用などのサービス内容を規定している。利用時
には利用者の心身状態をケア実施記録に記載し職員間で情報共有している。

1. 利用者一人ひとりに関する必要な情報を記載するしくみがある

2. 計画に沿った具体的な支援内容と、その結果利用者の状態がどのように推移したのかについて具体的
に記録している

利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している
評点（○○）

標準項目

2. 計画は、見直しの時期・手順等の基準を定めたうえで、必要に応じて見直している

3. 計画を緊急に変更する場合のしくみを整備している

利用者に関する記録が行われ、管理体制を確立している
評点（○○）

標準項目

3. アセスメントの定期的見直しの時期と手順を定めている

利用者等の希望と関係者の意見を取り入れた個別の計画を作成している
評点（○○○）

標準項目
1. 計画は、利用者の希望を尊重して作成し、柔軟に見直しをしている

定められた手順に従ってアセスメントを行い、利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明示し
ている 評点（○○○）

標準項目
1. 利用者の心身状況や生活状況等を、組織が定めた統一した様式によって記録し、把握している

2. 利用者一人ひとりのニーズや課題を明示する手続きを定め、記録している

3
サブカテゴリー3

個別状況に応じた計画策定・記録 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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5／5

評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

介護者の基本的心構えを記載した「心得」に沿ってプライバシー・羞恥心に配慮した支援をしており、入浴や排泄介助はできるだけ同性介
助を行っている。排泄の声掛けは、他の利用者に気取られないよう、その人にだけ聞こえるように「トイレが空いていますよ」と声を掛ける
ようにし、トイレの中で見守り介助する場合には、職員の立ち位置に配慮している。また、利用者一人ひとりの羞恥心や性格、宗教観、生
活習慣を尊重して介護している。

利用者が選択できるような声掛けをし、利用者の意思決定を尊重している
何事も利用者に強制することはしていない。食事を摂らない利用者には、「これだけ味見してください」など、様々な言葉がけを工夫し摂取
してもらえるよう努めている。レクリエーションや体操、散歩への参加に関しても、参加できるところだけでも参加してもらえるようにしてい
る。入浴を拒む利用者も入ってしまうと気持ち良くなるが、入浴を拒み1週間以上入らない利用者もいる。利用者の権利を守り個人の意思
を尊重し、自己決定を大切にしているが、ネグレクトにはならないよう努めている。

2. 利用者一人ひとりの価値観や生活習慣に配慮した支援を行っている

サブカテゴリー5の講評

個人名の記載された文書類は不要になったら断裁・破棄している
個人情報保護に関しては、法人として「個人情報管理規定」をホームページで公開している。個人情報・プライバシーに関しては、契約時に
利用者や家族の同意を得ている。利用者を適切に介護するために、その生活歴や家族関係、その人の心身状況、嗜好など多岐にわたる
情報を職員間で共有する必要がある。これらの個人情報を収集するときは、基本的に本人から同意を得ており、個人名の記載された文書
類は不要になったら断裁・破棄している。また、外部からの利用者に関する問い合わせには応じない対応をしている。

一人ひとりの羞恥心・生活習慣・価値観に応じた配慮をしている

3. 利用者の羞恥心に配慮した支援を行っている

サービスの実施にあたり、利用者の権利を守り、個人の意思を尊重している
評点（○○）

標準項目
1. 日常の支援にあたっては、個人の意思を尊重している（利用者が「ノー」と言える機会を設けている）

利用者のプライバシー保護を徹底している
評点（○○○）

標準項目
1. 利用者に関する情報（事項）を外部とやりとりする必要が生じた場合には、利用者の同意を得るようにし
ている

2. 個人の所有物や個人宛文書の取り扱い、利用者のプライベートな空間への出入り等、日常の支援の中
で、利用者のプライバシーに配慮した支援を行っている

5
サブカテゴリー5

プライバシーの保護等個人の尊厳の尊重 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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5／5

評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

職員個別の研修計画と資格支援制度の充実により能力向上を図っている。職員個別の研修計画を作成して、職員個々の課題を抽出し全
体で内部研修を実施している。職員が生き甲斐、やり甲斐が感じられる働きやすい職場環境の整備を進めている。さらに、パート職員も含
め、資格取得支援として初任者研修費用負担、介護福祉士実務者研修費用負担、介護福祉士資格取得や介護支援専門員資格取得の
ための講座、模擬試験、勤務調整などを実施している。さらに新規職員募集にあたって職員からの紹介制度を導入する計画である。

ネット配信による研修制度の構築を進めている
新型コロナウイルス感染症の蔓延により、集合しての研修を開催することが困難な状況の中でネット配信による研修の導入を考えている。
主な研修として次の種類を掲げている。倫理・法令順守・敬愛会の理念、コミュニケーション、チームビルド（チームビルディング）、事故発
生予防・非常災害対策、感染症および食中毒の発生予防、相談・苦情の受付、対応、認知症ケア、その他ネット配信利用では300講座あ
る。ここで、チームビルドは比較的新しい概念であるが、ぜひ継続して研修して充実させることを期待する。

2. 提供しているサービスの基本事項や手順等の見直しにあたり、職員や利用者等からの意見や提案を
反映するようにしている

サブカテゴリー6の講評

サービスの質の向上と業務の効率化のための手順とマニュアル類の検討が求められる
介護と看護の連携は良く、当施設の他の事業所との連携も良くとれていて、健康管理や身体的ケアなど、細部まで手をかけ支援してい
る。しかし、利用者の声に「忙しそう」というのがあり、一方、職員は朝・夕などの食事作りなどの訪問が増え情報伝達がスムーズでない場
合がある。職員不足は経営層も重要な問題と認識しているが計画通りに確保が進んでいない。職員の知識と技術のレベルアップと働きや
すさの向上、サービスの質の向上と同時に業務の効率化を模索したい。そのために手順とマニュアル類の検討が求められる。

資格支援制度の充実により能力向上を図っている

3. 職員は、わからないことが起きた際や業務点検の手段として、日常的に手引書等を活用している

サービスの向上をめざして、事業所の標準的な業務水準を見直す取り組みをしている
評点（○○）

標準項目
1. 提供しているサービスの基本事項や手順等は改変の時期や見直しの基準が定められている

手引書等を整備し、事業所業務の標準化を図るための取り組みをしている
評点（○○○）

標準項目
1. 手引書(基準書、手順書、マニュアル)等で、事業所が提供しているサービスの基本事項や手順等を明
確にしている

2. 提供しているサービスが定められた基本事項や手順等に沿っているかどうか定期的に点検・見直しをし
ている

6
サブカテゴリー6

事業所業務の標準化 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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Ⅱ サービスの実施項目（サブカテゴリー４）

30／30

1 評価項目1

　　

評価

居宅サービス計画書と個別援助計画書はケアマネージャーと利用者ごとの担当者で話し合い立案し、職員が何時でも見られるようファイ
ルして全体で情報が共有できるよう確認のチェックをしている。見直しはケアカンファレンスを通じて必要な時に随時行っている。又、利用
開始時には情報共有シートで食事、排泄、入浴、コミュニケーション、歩行・移乗、日中の過ごし方などの様子を観察して職員間で共有して
日々の支援に繋いでいる。さらに個別計画で好き、得意などその人らしさにフォーカスすることで、環境の工夫など意欲につながる支援が
期待できる。

通い・訪問・宿泊を家族や本人の意向に合わせて柔軟に対応している
サービスが多岐に渡るため、利用者個々の状態の変化を記録し、常に職員間で確認し合って日々の支援に繋いでいる。そうした中で家族
や本人の意向を踏まえ、通い・訪問・宿泊のサービスの急な変更に対しても柔軟に対応している。また夜間の見守りの他、短時間の通い
や弁当の配達や安全確認など家族の意向や状況に合わせた細やかな支援をしている。

南台シニアセンター　敬愛の森として関係機関と連携し支援している
主治医の他、クリニックや居宅介護事業所など南台ソニアセンター敬愛の森として各部署と連携しながら、家族と利用者に総合的に支援し
ている。相談ごとやニーズに応じたサービスが行き届くようにケアマネージャーを通して必要な支援に随時繋いでいる。

3. 利用者の心身の状況、家族の状況に応じて、必要なサービス（通い・訪問・宿泊）を柔軟に利用できるよ
うにしている

4. サービス（通い・訪問・宿泊）を利用していないときも、利用者の状況把握のための働きかけや、見守り
を行っている

5. 利用者の支援は、主治医や関係機関、関係職員が連携をとって、支援を行っている

評価項目1の講評

個別援助計画は利用者ごとの担当者を設け職員間で共有している

看護小規模多機能型居宅介護計画に基づいて自立生活が営めるよう支援を行っている
評点（○○○○○）

標準項目
1. 看護小規模多機能型居宅介護計画に基づいて支援を行っている

2. 利用者が望む生活像に基づき、日常生活において利用者自身が選択、判断できるよう支援を行ってい
る

サブカテゴリー4

サービスの実施項目 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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2 評価項目2

　　

評価

3 評価項目3

　　

評価

パワーリハビリやや生活リハビリを行っている
脳トレ、タオル体操やでの機械を使ったパワーリハビリに参加するなど、一人ひとりの有する能力の活動や維持、拡大に向けた支援をして
いる。またタオルたたみやテーブル拭きなど生活の中でも意識的に動いたり、手伝ってもらったりする機会を一人ひとりの状況に合わせて
作っている。連想ゲームでは「他の利用者と一緒に声を出して文字を読んでいました」など、連絡帳からも利用者がイキイキ活動している
様子が窺える。

看護師と連携して速やかに医療につなぐことができている
利用者の個人名の付いた連絡ノートはその時の利用者の様子が具体的に記入されており、必ず全職員が確認し、サインすることとなって
いる。内容は訪問時、通所時、宿泊時での気付きや申し送り事項などで多岐に渡っている。新しい情報が記入されたページには３日間付
箋を付けている。職員の気付きが全体に周知される中で、看護と連携し速やかに医療に繋ぐことが出来ている。痰の吸引や経管栄養、酸
素など医療ケアや終末期にも対応した支援をしている。

日常生活動作の維持向上について互いに確認しながら支援している
利用者一人ひとりの残存能力や生活動作の維持向上のために、サービス担当者会議には必要に応じて、家族や看護士の他、福祉用具
専門相談員も交えて話しあっている。自宅と通い、訪問、宿泊でのそれぞれの場での生活を理解したなかで、利用者が安全に健康に過ご
せるようにそれぞれの立場で専門的な意見を出しあって健康への支援につないでいる。

標準項目
1. 利用者の心身の状況に応じた健康管理を行っている

2. 日常生活の中で、一人ひとりの有する能力の活用や日常生活動作の維持・拡大に向けた支援を行って
いる

3. 利用者の体調変化時（発作等の急変を含む）に、速やかに対応できる体制を整えている

4. 終末期の生活を支える支援を行っている

評価項目3の講評

入浴はデイサービス・宿泊での利用がプランに応じて可能である。入浴は個浴で個別援助計画に基づいて、チェアー浴、介助浴、、自力、
見守り、声がけなど、利用者の心身の状態に合わせた対応をしている。利用者の意向を聞きながら、基本的に同性介助で行っている。入
浴拒否のある利用者には無理強いせず、少しづつ受け入れてもらえるような支援で対応している。

排泄介助は個々にあわせた対応をしている
排泄介助は個々に合わせて行っている。夜間の睡眠が充分にとれるように、カテーテルの使用や排便コントロールが必要な場合は、看護
師と相談しながら、安全で心地良い排泄となるよう支援している。宿泊時の夜間の立ち上がりなどでの転倒やずり落ちなどに注意が必要
である。送迎は家族・本人の都合に合わせて実施している。

利用者の心身の状況の変化に応じて、健康の維持や終末期の生活を支える支援を行っている
評点（○○○○）

4. 利用者の心身の状況、家族の状況に配慮して、送迎方法を検討し対応している

評価項目2の講評

食事中は音楽を流し安全で楽しい食事時間を意識し支援している
食事は１Ｆのレストランの厨房より運ばれてきている。食事中は食事に意識が向けられ楽しく、安全に食べる事ができるようテレビを消し、
童謡や映画音楽などを３０分程度流している。食事介助や嚥下の見守りなど食事時間は一人ひとりの状態を合わせて支援している。刻み
やトロミなど利用者の状態に合わせた形状と食器、姿勢などに配慮している。季節や行事に応じた食事の提供をしている。

入浴方法は利用者の状態に合わせて対応している

利用者一人ひとりの状況に応じて生活上で必要な支援を行っている
評点（○○○○）

標準項目
1. 利用者の状況に応じて、食事時間が楽しくなるよう工夫している

2. 利用者の状況に応じて、入浴方法を検討し介助を行っている

3. 排泄介助が必要な利用者に対して、一人ひとりに応じた誘導や排泄介助をしている

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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4 評価項目4

　　

評価

5 評価項目5

　　

評価

利用者の人数などに影響されスタッフは介護に余裕がないと感じることがある
快適で安全な環境での生活を守る中で、利用者の人数の増減や重度化などによってケアに余裕がなくなり、看護師の応援を得てようやく
乗り切っている現状もある。通所、訪問、宿泊の切れ目のないサービスの中で安定したサービスが提供できるためにスタッフは日夜努力し
ている。アンケートでは職員からの切実な声もあり、経営する側として真摯にその声に向き合いサービスの質の向上につなげてもらいた
い。

コロナ禍の中多様な活動が充分に行われていない
コロナの影響でボランティアの援助がなく、これまでどおりの活動が行われていない。午前は体操、午後はレクリエーションを希望している
が入浴介助で人員が足りず、提供できる職員のスキル不足などの理由で、まったりする時間が多くなってしまっている。居室フロアで感染
予防をした上で曲に合わせて体操したり、木・日のデイサービスが休みの日にはパワーリハビリを行っている。

人員だけでなくその人らしさや馴染みを活かした環境づくりの工夫を提案したい
ボランティアや職員のスキルに頼るだけでなく、その人の興味や得意、なじみなどを活かし、回想法などを用いて、利用者の安心や意欲に
繋がる環境づくりの工夫を提案したい。心が少しでも明るくなると、体は自然に動かしたくなる、一人の人が安心できる、興味あるもの、ふ
と手にとってみて懐かしいと感じる物がある環境など、家族の協力も仰ぎながら敬愛の森ならではの看護小規模多機能を創ってもらいた
い。

標準項目
1. 利用者が他の利用者と快適な関係をもちながら生活することができるよう支援を行っている

2. 利用者の状況に応じて、多様な活動ができるよう支援を行っている

3. 利用者が落ち着いて生活できるような支援を行っている

4. 事業所内は、利用者の安全性や快適性に配慮したものとなっている

評価項目5の講評

薬は医師、薬剤師と連携し、看護師が一人ひとりのケースに入れ、夜勤者と看護師でのチェック表を使っての確認の上、服薬前に再チェッ
クし、二次障害や過誤の防止に取り組んでいる。そうした中でも、ヒヤリハットや事故報告書では服薬忘れに関する記載が多々見られる。
飲み忘れの原因を知り防ぐための工夫の検討がさらに必要であろう。

看護師は随時主治医に報告し連携して看護にあたっている
看護師は随時利用者の状況を主治医に報告し指示を仰ぎ連携して看護にあたっている。デイや宿泊時などの緊急時の対応の他、訪問看
護は看護計画に基づいて、利用者一人ひとりの看護・リハビリテーションの目標に対して問題点と解決策を具体的に示し、デイや訪問時
の精神的なケアまで、２４時間のサービスに繋いでおり、看護小規模多機能としての役割を担っている。利用者の人数や重度化により介
護スタッフが不足した場合は看護師がフル稼働で支援にあたっている。

事業所内におけるサービス提供時には、利用者の主体性を尊重し、快適に過ごせるような取り
組みを行っている 評点（○○○○）

3. 看護師等は、医療廃棄物の適切な取り扱い方法や感染予防の方法を介護職員や利用者等に説明して
いる

評価項目4の講評

感染予防対策の徹底をした支援をしている
新型コロナ感染症予防として、送迎車の消毒、手洗い、うがい、マスク、消毒、パーテーションの設置、朝、夕、２回の検温の実施などの徹
底を図り安全を守っている。介護の職員には看護師が汚物処理や医療廃棄物の取り扱いについて指導している。

服薬には３重のチェックをし誤飲などを防いでいる

看護サービスは、主治医との連携のもと安全に適切な方法で行われている
評点（○○○）

標準項目
1. 看護サービスは、看護内容や利用者の療養状況の変化を主治医に随時報告しながら行っている

2. 医療処置や服薬管理は二次的障害や過誤等の防止に向けた取り組みをしている

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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6 評価項目6

　　

評価

7 評価項目7

　　

評価

連絡帳など家族に普段の様子を伝えている
通所ではお便り帳で体温、血圧、血中酸素濃度、脈拍、食事量、おやつ、服薬、排便などの他に、行事食のメニューやタオルたたみの手
伝いをしてもらったことや、脳トレやパワーリハビリで頑張っていたことなど、一人ひとりの日中の活動の様子などを具体的に書いて伝えて
いる。それに対し、家族欄に、家族からの言葉が書かれていないのは少し残念である。家族と職員互いの普段の情報交換として家族から
の反応が期待される。

ケアマネージャーを中心に相談・助言をしている
ケアプランや個別援助計画立案と更新時、モニタリング時には家族と本人を交えてケアマネージャーを中心に相談や助言をしているが、そ
の他、日常的にケアマネージャーが日頃の支援に責任者として直接関わっており、関わりの中で気付いたことを家族や看護師に伝えるこ
とができている。また電話や毎日の支援の中での家族や本人からの相談は職員間の連絡ノートを通してただちに職員間で連携して応じる
ようにしている。コロナ感染防止に対して家族からの感謝の声が寄せられている。

終末期については家族と本人の意向に沿って対応してきている
痰の吸引、経管栄養、酸素など医療ケアが必要な場合も主治医との連携の中で対応しており、終末期についても事前に十分に話し合い、
確認し合った中で家族・本人の意向に沿った形で実施してきている。これまでベッドでの臥床が心配な場合は床にマットを敷くなど一人ひと
りにあった方法で支援している。

標準項目
1. 利用者のサービス提供時の様子や家庭での普段の様子を家族と情報交換し、共有している

2. 家族の状況に配慮し、相談対応や助言を行っている

3. 利用者や家族に合った介護方法や医療処置について助言・指導している

4. 重度化した場合や終末期に備え、あらかじめ本人や家族等と話し合い、方針を共有している

評価項目7の講評

現在９名が同じ建物内にある高齢者サービス付き住宅を利用しており、合鍵を使用する場合はスタッフ２名で確認している。外の家の場合
はキーボックスを利用することとして安全に管理している。通所では金銭の所持は一切行っていない。訪問においては利用者個々の状況
に合わせて話し合い取り扱いについて明確に決め実施し記録している。

訪問時のマナーについてさらに確認し徹底することは必要である
アンケートでは家族から、言葉使い、態度に対して満足していないという回答が若干ながらみられる。マナーについては、手順書に示され
ているが、その場で説明することが多く、それらは記録として残っていない。看護小規模多機能として、健康や医療に関わる会話も予想さ
れる。正確で、安心できる言葉使いとマナーが求められる。さらに確認され徹底される事でさらなる信頼に繋がるであろう。

事業所と家族との交流・連携を図っている
評点（○○○○）

3. 訪問サービスの際に、利用者や家族への接遇・マナーを徹底している

評価項目6の講評

本人や家族の状態や意向に沿って、訪問時間や内容を柔軟に変更し対応している
訪問介護活動記録で、サービスの時間や内容が記録されており、必要な支援の漏れを防いでいる。備考欄には訪問スタッフから家族など
へその日の具体的なメッセージが書かれている。また職員間での連絡帳には一人ひとりの利用者の状況の変化や、意向がその時々に記
されており職員間で共有することで必要な支援にすぐに繋いでいる。家族や本人の急な要望に対しても訪問時間や支援内容を柔軟に変
更し対応している。

鍵は安全に管理されている

訪問サービスが利用者や家族にとって安心・快適なものとなるようにしている
評点（○○○）

標準項目
1. 利用者の心身の状況に応じて、生活するうえで必要な支援を行っている

2. 合鍵や金銭等の取り扱いに関して、事業者として基本的な方針を明確にしている

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

14／18



8 評価項目8

　　

評価

例年はたくさんのボランティアの支援もあり、各種のイベントやコンサートへの参加など地域との交流の機会が多く計画、実施されてきてい
るが、コロナ禍の中、感染防止を一番にした対応の中で、全てのイベント、地域交流が中止となっている。看護小規模多機能では木日曜
日デイサービスの会場を使ってのパワーリハビリの参加している。

3. 利用者が地域とつながりながら暮らし続けられるよう、事業所が利用者と共に地域の一員として日常的
に交流している

評価項目8の講評

敬愛の森だよりに看護小規模多機能の利用者の作品を掲載している
団地を中心とした地域に配布している敬愛の森だよりには、看護小規模多機能の利用者の共同作品が掲載されている。敬愛の森だより
は利用者個々に配布し、地域の催し物はエントランスに掲示している。利用者は地域のさまざまな資源を利用するための支援をしている
が、運営推進会議の活用は出来ていない。

今年度はコロナ対策のため地域との交流の場を持てていない

利用者が地域で暮らし続けるため、地域と連携して支援を行っている
評点（○○○）

標準項目
1. 地域の情報を収集し、利用者の状況に応じて提供している

2. 運営推進会議等を活用して、利用者が地域のさまざまな資源を利用するための支援を行っている

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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〔利用者保護：看護小規模多機能型居宅介護〕 令和2年度

《事業所名：  看護小規模多機能敬愛の森》

Ⅲ 利用者保護に関する項目

9／9

1 評価項目1

　　

評価

2 評価項目2

　　

評価

3 評価項目3

　　

評価

事故報告やヒヤリハットはしっかり報告されているので、さらなる分析と対策を期待する
事故検討会議は、事故の発生当日と毎月1回行われている。事故防止委員会は年に2回開催している。転倒事故の原因が利用者自ら立
位で点眼したためとわかり、再発防止のため点眼薬は預かり介助にて点眼することにした事例がある。ヒヤリハットはA4判用紙縦に11行
の欄があり、21年1月1日から3月14日までに22件記録がある。1日平均約0.3件である。分類は、大きく分けて、ずり落ちや転倒転落の恐れ
と服薬関係、その他に分けられる。服薬に関してはセットミス、勘違い、飲み忘れなどがある。ヒヤリハットの分析と科学的対策が望まれ
る。

利用者保護の講評（※利用者保護の内容から３つ（必須）記載してください）

新型コロナウイルス感染症対策を最優先に取り組んでいる
2020年の新型コロナウイルス感染症発生当初より、空気循環式紫外線清浄機、空気清浄加湿器、空気循環式サーキュレーター、パーティ
ションなどをフロアに設置している。玄関前には顔認証温度計と手指消毒液マシンを設置し入場者全員の体温とマスクをチェックしている。
また、職員用にマスク、防護用エプロン、フェイスシールド、プラスチックグローブ、消毒用アルコールを備蓄している。さらに、万一感染者
が発生した場合に蔓延を防ぐために簡易陰圧装置を40台準備している。

消防計画を立てて、防災訓練を実施しており、毎日自主点検を実施している
自主点検は毎日、自主点検チェック表に基づいて火気の点検をしており、5月と12月に「通報・消化・避難訓練」を実施している。さらに、利
用者が突然意識を失い倒れた時の緊急搬送要請を全員が正しくできるように訓練した。訓練を実施してみると、緊張するためか、1人ずつ
やってみるとうまくいかない。住所や利用者の容態を適切に説明できず、何回か練習し全員ができるようになった。定期的に訓練すること
の重要性を認識している。また、100人の3日間分の食糧を備蓄しており3月に点検交換している。

5. 事故、感染症、侵入、災害などが発生したときは、要因及び対応を分析し、再発防止と対策の見直しに
取り組んでいる

標準項目
1. 利用者の気持ちを傷つけるような職員の言動、虐待が行われることのないよう、職員が相互に日常の
言動を振り返り、組織的に防止対策を徹底している

2. 虐待を受けている疑いのある利用者の情報を得たときや、虐待の事実を把握した際には、組織として関
係機関と連携しながら対応する体制を整えている

事業所としてリスクマネジメントに取り組んでいる
評点（○○○○○）

標準項目
1. 事業所が目指していることの実現を阻害する恐れのあるリスク（事故、感染症、侵入、災害、経営環境
の変化など）を洗い出し、どのリスクに対策を講じるかについて優先順位をつけている

2. 優先順位の高さに応じて、リスクに対し必要な対策をとっている

3. 災害や深刻な事故等に遭遇した場合に備え、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定している

4. リスクに対する必要な対策や事業継続計画について、職員、利用者、関係機関などに周知し、理解して
対応できるように取り組んでいる

標準項目
1. 苦情解決制度を利用できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利用者に伝えてい
る

2. 利用者の意向（意見・要望・苦情）に対し、組織的に速やかに対応する仕組みがある

虐待に対し組織的な防止対策と対応をしている
評点（○○）

利用者保護に関する項目
標準項目実施状況

利用者の意向（意見・要望・苦情）を多様な方法で把握し、迅速に対応する体制を整えている
評点（○○）

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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〔事業者が特に力を入れている取り組み：看護小規模多機能型居宅介護〕 令和2年度

《事業所名：  看護小規模多機能敬愛の森》

評価項目

評価項目

評価項目

内容②

利用者・家族の申込書と面談、日常会話から利用者と家族の意向をアセスメントシート、計画書、サービス担当者会
議の要点、「利用開始時 情報共有シート」などに記録し、利用者の状況を把握している。退院して在宅復帰する利
用者には、「入院、入所施設を経て、自宅での生活を再開するにあたって」の総合的な援助の方針を立て、それを実
現するために解決すべき課題（ニーズ）を明確にしている。そのうえで、健康管理、福祉用具、機能訓練、訪問、通
い、宿泊の利用などのサービス内容を規定している。

タイトル③ 発生当初より、新型コロナウイルス感染症対策を徹底的に取り組んでいる

6-3-1

定められた手順に従ってアセスメントを行い、利用者の課題を個別のサー
ビス場面ごとに明示している

内容③

新型コロナウイルス感染症発生当初より、空気循環式紫外線清浄機や空気清浄加湿器、空気循環式サーキュレー
ター、パーティションなどをフロアに設置している。玄関前には顔認証温度計と種子消毒液マシンを設置し入場者全
員の体温とマスクをチェックしている。また、一時不足したり高騰したりしたマスクや消毒用アルコール、プラスチック
グローブなども職員用に確保し備蓄している。さらに、万一感染者が発生した場合に蔓延を防ぐために簡易減圧装
置を40台準備して備えている。

利用者保護（3）

事業所としてリスクマネジメントに取り組んでいる

事業者が特に力を入れている取り組み③

事業者が特に力を入れている取り組み②

タイトル② 利用者と家族の意向を汲み、課題（ニーズ）を記録し、把握している

事業者が特に力を入れている取り組み①

タイトル① 通い、訪問、宿泊全てのサービスが看護師と適切に連携している

内容①

ケアマネジャーを中心に全てのサービスが看護師と連携しており、日中、夜間とも安心した生活へ繋いでいる。訪問
看護では主治医との連携で綿密な看護計画のもとに一人ひとりの医療が提供されている。通い、訪問、宿泊におい
て常に一人ひとりの状態を介護スタッフと共有しており利用者、家族の日常だけでなく介護スタッフの日々の支援の
安心ともなっている。看護小規模多機能としての役割を果たしている。

6-4-4

看護サービスは、主治医との連携のもと安全に適切な方法で行われている

17／18



〔全体の評価講評：看護小規模多機能型居宅介護〕 令和2年度

№

タイトル

内容

タイトル

内容

タイトル

内容

№

タイトル

内容

タイトル

内容

タイトル

内容

3

事故検討会議は、事故の発生当日と毎月1回行われている。事故防止委員会は年に2回開催している。事故報
告書はA4用紙1枚に収まるフォーマットに記録され、職員間で回覧されている。ヒヤリハットはA4用紙縦に11行
の欄があり、21年1月1日から3月14日までに22件記録がある。平均すると1日当たり約0.3件である。分類は、大
きく分けて、ずり落ちや転倒転落の恐れと服薬関係、その他に分けられる。服薬に関してはセットミス、勘違い、
飲み忘れなどがある。ヒヤリハットの分析と科学的対策と仕組みづくりに期待する。

サービスの質の向上と業務の効率化のために手順の見直しとマニュアル類の整備が求められる

介護と看護の連携は良く、当施設の他の事業所との連携も良くとれていて、健康管理や身体的ケアなど、細部
まで手をかけ支援している。しかし、業務が増え情報伝達がスムーズでない場合がある。職員不足は経営層も
最大の問題と認識しているが計画通りに確保が進んでいない。職員の知識と技術のレベルアップと働きやすさ
の向上、サービスの質の向上と同時に業務の効率化を模索したい。そのために業務の手順を見直し、ICT化も
含めて効率化を図り、それに伴うマニュアル類の整備が求められる。

ボランティアや職員のスキルに頼るだけでなく敬愛の森ならではの看護小規模多機能を創造される
ことを期待する

サービスが多岐に渡る中で、利用者の状態や家族の意向に応えて柔軟にケアを提供する中で、利用者の人数
や重度化に影響され、まったりした時間が多くなってしまっている。特に通所では、ボランティアや職員のスキル
に頼るだけでは、コロナ禍などでは対応できず職員が疲弊することも考えられる。入所時からの情報収集に始
まり、利用者の育った時代や、一人の人の好きや得意、興味などその人らしさにフォーカスした回想法を意識し
た環境づくりで安心と意欲に繋ぐなど、敬愛の森ならではの看護小規模多機能が創造されることを期待する。

《事業所名：  看護小規模多機能敬愛の森》

2

事故報告やヒヤリハットはしっかり報告されているので、さらなる分析と仕組みづくりに期待する

さらなる改善が望まれる点

排泄の声掛けは、他の利用者に気取られないよう、その人にだけ聞こえるように「トイレが空いていますよ」と声
を掛けるようにしている。また、利用者一人ひとりの羞恥心や性格、宗教観、生活習慣を尊重して介護してい
る。食事を摂らない利用者には、「これだけ味見してください」など、様々な言葉がけを工夫し摂取してもらえるよ
う努めている。入浴を拒み1週間以上入らない利用者もいるが入ってしまうと気持ち良くなる。利用者の権利を
守り個人の意思を尊重し、自己決定を大切にしつつ、ネグレクトにはならないよう努めている。

1

2

1

3

特に良いと思う点
通所・訪問・宿泊・看護のサービスを利用者・家族の意向に沿って柔軟に提供し支援している

通所においては利用者・家族の都合に合わせて曜日だけでなく短時間の利用も可能であり、訪問は通常の家
事・介護の支援だけでなく、夜間の見守りや、安否確認など細やかに対応しながら、家族の生活スタイルや勤務
時間など日々の変化に合わせたサービスを柔軟に提供している。またどのサービスにおいても常に看護師と連
携しており、一人ひとりの利用者の健康について把握し必要な医療へ繋いでいる。

ネット配信による研修制度の構築を進めるとともに、資格支援制度の充実により能力向上を図ってい
る

利用者の意思決定を尊重し、一人ひとりの羞恥心・生活習慣・価値観に応じた配慮をし、利用者が選
択できるような声掛けをしている

職員個別の研修計画と資格支援制度の充実により能力向上を図っている。職員個別の研修計画を作成して、
職員個々の課題を抽出し全体で内部研修を実施している。今後は、ネット配信による研修の導入を考えており、
その中にチームビルド（チームビルディング）研修がある。多様な人材を大切にしたチーム作りを目指しているも
のと思われる。さらに、パート職員も含め、資格取得支援として初任者研修費用負担、介護福祉士実務者研修
費用負担、介護福祉士資格取得や介護支援専門員資格取得のための講座、模擬試験、勤務調整などを実施
している。
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