
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

指定番号

所在地　

 土方　尚功

森川　京子

修了者番号

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

〒

飯島美映

189-0024

1392700124

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

 グループホーム敬愛の森

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

認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グ
ループホーム】（介護予防含む）

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。場面観察に先立ち
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。場面観察、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

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：認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）〕令和2年度

《事業所名：  グループホーム敬愛の森》

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：認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）〕 令和2年度

利用者総数
利用者家族総数（世帯）
共通評価項目による調査対象者数

共通評価項目による調査の有効回答者数

利用者家族総数に対する回答者割合（％）

利用者調査全体のコメント

場面観察方式の調査結果

調査の視点：「日常生活で利用者の発するサイン（呼びかけ、声なき呼びかけ、まなざし等）と
それに対する職員のかかわり」及び「そのかかわりによる利用者の気持ちの変化」

評価機関としての調査結果

《選定した場面から評価機関が読み取った利用者の気持ちの変化》

61.1

18

《調査時に観察したさまざまな場面の中で、調査の視点に基づいて評
価機関が選定した場面》

　《事業所名：  グループホーム敬愛の森》

調査対象

調査時点の利用者は、男性2名（平均年齢87才）、女性16名
（平均年齢87.5才）、合計18名である。

総合満足度は、「大変満足」5名、「満足」5名で、満足以上は10名、全回答者の90％である。総合意見には「感謝するの
みです」、「居室の掃除回数を増やしてほしい」、「コロナの対策もしっかりされているので、安心している」、「衣類の過不
足を教えてほしい」などの声があった。設問別では、問3「接遇」、問6「気持ちを大切に」、問7「プライバシー」、問10「不
満・要望への対応」の評価が高かった。

Ｙさんに職員Ａが洗濯物たたみを頼むが肩にかけてしまう。職員Ｂが声をかけ「ありがとうございました」と言うと、立ち上
がったので「どこへ行きましょうか」と手を差し出し隣のＢユニットまで一緒に歩く。Ｂユニットの職員Ｃに「いらっしゃいま
せ」と迎えられ楽しげに会話しながらAユニットに戻ると職員Ａに「お帰りなさい」と迎えられ、椅子に座った。Yさんは職員
Ａが利用者Ｓさんにクリームを塗っているのをにこやかに見ていた。「おやつの準備をしてきますから、どうぞこちらに」と
Ｓさんのとなりに席を用意されるとＳさんとの和やかなコミュニケーションがはじまった。洗濯物たたみも積極的ではな
かったＹさんだったが職員のやさしい声掛けで気持ちが動き職員と一緒に歩きたいと立ち上がり一緒に歩いた。そしてＢ
ユニットで明るく迎えてくれた職員に同調するように笑顔と会話が自然にあふれ出た。さらに職員AとＳさんの和やかな
雰囲気を見て自分も嬉しい気持ちになり、Sさんとの会話が弾んだ。Ａ、Ｂユニットの職員がごく自然に流れるように連携
して、その時々の利用者の気持ちに寄り添いながら対応することで、穏やかな笑顔と利用者同士のコミュニケーションが
生まれている。

当ホームにはA、B2つのユニットがあり、廊下で繋がっている。昼食後のひと時、利用者はお風呂に入ったり、各々リビ
ングや個室で過ごしている。Ａユニットのリビングではテレビがついている。利用者同士で話したり、時々言葉や身振りで
職員を呼ぼうとしている利用者がいるが、幾人かは何もせずにただテーブルについたまま座っている。何もしないでうつ
むいて座っていた利用者Ｙさんに対する、Ａ、Ｂユニット職員の連携による働きかけとそれによるＹさんの気持ちの変化に
注目した。

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

18
11
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「評価機関としての調査結果」に対する事業者のコメント

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

8 2 1 0

8 3 0 0

10 1 0 0

8 2 0 1

6 3 0 2

「わからない」、「そのようなことはなかった」などの意見があった。

5．利用者同士のトラブルに関する対応は信頼できるか

「転倒した時にすぐ電話があり、様子をうかがえた」、「義歯の補修によりいつも通りおいしく食べられるようになった」などの意見が
あった。

3．職員の接遇・態度は適切か

2．事業所内の清掃、整理整頓は行き届いているか

「体調などについて、ご連絡をもらっている」、「月々の記録も届くのですが、分からない言葉が時々ある」、「現在、新型コロナ感染予
防のため月1回程度の面会になっているが、母との面会の度に職員の方から介護施設の状況や母の現在の生活の説明がある」、
「こちらからの問い合わせ時に話していただいた。定期的な報告・説明はありません」などの意見があった。

特に意見はなかった。「はい」は10名、91％だった。

普段から笑顔でやさしく正しい言葉で対応するように伝えているので、そのような状況は大変うれしく思う。しかし、いつ
もそのような対応ができているかどうかについては、若干不安がある。特に、夜勤などで職員が一人の時は心配であ
る。また、ただ椅子に座っているだけのご利用者様に対して、もっと声かけ、働きかけをして、ご利用者様の笑顔をひき
だすようになれば良いと思う。グループホーム　には開設以来お入りの方もいらっしゃり、ご高齢の方も増えてきたが、
職員全員の力で皆様の笑顔溢れるグループホームにしてほしい。

実数

コメント

共通評価項目

「2月以降はわかりませんが、以前はホコリだまりがありました」との意見があった。

4．病気やけがをした際の職員の対応は信頼できるか

1．家族への情報提供はあるか
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10 1 0 0

9 1 0 1

6 4 0 1

8 3 0 0

9 1 0 1

5 4 1 1

特に意見はなかった。「はい」は5名、45％だった。

10．利用者の不満や要望は対応されているか

11．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

「更新の連絡がなかなか来ない」、「まだ実施していない」、「支援計画書は、後日にいただきました。グループホームなので、お任せ
の感じです」などの意見があった。

特に意見はなかった。「はい」は8名、73％だった。

8．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

9．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

「考えたことがない」との意見があった。「はい」は9名、82％だった。

6．利用者の気持ちを尊重した対応がされているか

7．利用者のプライバシーは守られているか

特に意見はなかった。「はい」は9名、82％だった。

特に意見はなかった。「はい」は10名、91％だった。

5／16



〔サービス分析：認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）〕 令和2年度

《事業所名：  グループホーム敬愛の森》

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

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

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

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
毎月、写真をふんだんに活用して、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。毎週金曜日にトレーナーがフロアごとに体操やレクリエーションを行っている。大声で歌いながら体を動かしていたが、いまは、新
型コロナウイルス感染対策で、間隔をあけ、声は出していないことが記載されている。このような状況下で筋力を落とさないために、いろい
ろな体操を紹介している。この「敬愛の森だより」は、ホームページで読むことができる。

問い合わせや見学には、管理者が対応し説明している
例年は見学を勧め、施設を見てもらいながら利用希望者の意向を聞き、ホームでの暮らしを説明している。入居に際して持ってきてほしい
もの、ベッドやタンスなどは完備しているが、望むなら使い慣れた机や位牌、仏壇、電気線香なども持ち込めることを伝えている。居宅支援
事業所や包括支援センターからの空き状況の問い合わせもある。満室の場合には申込書を書いてもらい待機者に登録している。現在は
数名の待機者がいる。

ホームページには当ホームの特徴と施設全体との関係など、多くの情報が掲載されている
ホームページには、当ホームの特徴を説明したページがある。当ホームは総合施設の2階にあり、リハビリ設備や食堂、診療所が整ってお
り、看護師、栄養士、機能訓練師、医師、調理師などがそれぞれ情報を共有しチームで介護に介護に取り組んでいることを謳っている。ま
た、事業計画書や事業報告書、法人の個人情報管理規定も掲載されている。さらに利用者家族専用のページもある。なお、今後はスマー
トフォンでも読みやすいようにレスポンシブWebデザインとし、更なる情報発信頻度向上が期待される。

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
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評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

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

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. 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

基本的ルール、重要事項等を説明し、利用者・家族との信頼関係の構築に努めている

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

サービス提供の開始に際し、予めサービス利用者と家族に対し、サービスの内容、利用における重要事項について説明し契約書と重要事
項説明書への署名により同意を得ている。また、サービスを提供する中で、利用者のニーズや要望を何気ない日常会話からキャッチし、ま
た家族とは面会や電話連絡、ホームページの家族専用ページや電子メールなどを通して利用者の生活状況等を情報共有し、利用者に
とってより良い生活ができるよう信頼関係の構築に努めている。

生活歴の把握により、利用者の処遇をより良きものにするよう努めている
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。申込書の記録や、入居前の面談（居宅でのカンファレン
ス）だけではその人となりの全体像は把握しきれないので、入居後に生活歴を話題に日常会話の中からニーズを把握し、日々変化する生
活状況の中で利用者個々のペースに合わせたサービスが提供できるよう努めている。

サービス利用終了時には、支援が継続するように次の機関にアセスメントを提供している
当ホームは入居者にとって「自宅」と思って、自宅と同じように過 ごしてもらえるように縁の下の力持ちとなって支えている。終の棲家と し
て暮らしてもらえるよう介護と医療の連携体制を整えて対応している。それでも、医療機関や特別養護老人ホームなどへ移る場合はある。
そのような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。

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

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

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介護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、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

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ヶ月に一度モニタリングをして次回の個人の目標設定を行っている
アセスメント、計画書はセットで作成されており、日課計画票の下部にモニタリング（単位更新毎）の欄を設けている。そこには、計画実施
の達成度、利用者満足度、心身等の状況変化、計画変更の必要性、特記事項、結果の項目がある。看取りの方の計画書の中に利用者
本人の意向として、「食事が摂れなくなったら終わり、無理やりの食事は望まない」などがある。それらに応え、利用者の現在の食事形態を
チェックして本人に合う無理のない食事の提供も考えている。

利用者・家族の意向に沿い、課題を明確にして計画を立案している
利用者の意向には「楽しく過ごしたい。歩きたい」などがあり、家族も「皆さんと穏やかに過ごして欲しい。リハビリをしてほしい」などがあ
る。アセスメントのADLには、歩行の自立度や歩行器や杖の使用など一部解除での移動距離などが記載されている。これらを前提に、「生
活全般の解決すべき課題（ニーズ）を明らかにしている。課題には、健康維持や「人と関わりながら楽しく過ごしたい」、「散歩を続けて脚力
を維持したい」などがある。リハビリに関してはパワリハを機能訓練士から職員が指導を受けて、利用者の筋力向上・維持を図っている。

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

歩行の運動習慣を計画的に取り入れ、身体機能の維持、向上を図っている
加齢に伴い歩行が不安定になってきたり、歩行距離が短くなったりしているので歩行の運動習慣を計画的に取り入れ、身体機能の維持、
向上を図り、様々な活動等に参加を促し、活き活きとした生活ができるよう支援するよう努めている。そのため、一人ひとりの状態に合わ
せて、たとえば、計画書の長期目標に「歩行状態を安定させたい」、短期目標に「脚力の維持ができる」、「むくみが軽減できる」を掲げ、実
際のサービス内容に散歩、外気浴、体操、必要に応じた足上げ対応を掲げ、介護職員が担当して実施している。

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

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

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

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

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。グループホームは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いる。また、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。

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
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、トイレの中で待っていて欲しい利用者もいれば外で待っていて欲しい利用者もいる。また、「異性が怖い（苦手な）」利用者には同性職
員が対応している。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。

利用者の自己決定・自己選択を尊重し、一人ひとりの意思を尊重している
高齢者は寒暖に関わらず厚着する場合がある。職員が「わたし暑くて・・・」と薄着を勧めても「そりゃ、あなた動くからよ」と反論され、気が
付くとズボンを2本重ねていることもある。そこで、入浴後に利用者と一緒に服を選び適切な服装をするようさりげなく勧めるとともに水分摂
取を勧めたり空調制御で対応したりしている。また、健康のためと散歩やレクリエーションに誘っても、「寒いから行かない」、「今日はやり
たくない」と拒まれることがあるので、利用者が選択できるような声掛けをするなど対応に工夫している。

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
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評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

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

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

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

利用者全員分の食事や排泄、入浴などの状況を記載した表を活用して支援している
マニュアルはコンピュータで管理しており、新人職員にはプリントして渡しているが、十分に活用されているとは言い難い。日常は利用者18
名分の食事や排泄、入浴などに関する状況を記載した表を活用して支援している。朝のミーティングや情報収集・発信・共有することで、
共通の目的意識を持ち、チームとして統一したケア・利用者対応に取り組むように心がけている。さらに、マニュアルを整備しようという機
運はあるが今後の課題となっている。

専門職としての視点や技術向上を目指す「専門研修」などにより質の向上を図っている

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

職員自身は、手引書等の整備と事業所業務の標準化の状況を十分とは考えていない。その一方で、利用者に関する記録や情報共有、併
設された他の事業所の協力を得てサービスを提供できていること、チームワークには自信を持っている。そして、職員のチームワークを強
化していき、職員は利用者の居室担当を決定し、決め細やかな支援を行うようにしている。さらに、専門職としての視点や技術向上につな
げる「専門研修」など、多彩な研修を実施することで、質の向上に努めている。

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
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Ⅱ サービスの実施項目（サブカテゴリー４）

23／23

1 評価項目1

　　

評価

2 評価項目2

　　

評価

認知症対応型共同生活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. 個別の認知症対応型共同生活介護計画に基づいて支援を行っている

2. 利用者一人ひとりがその人らしく生活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

管理者は日々支援の充実を願いながら、実際の支援を通じてスタッフにアドバイスを行っている。そうした中で、日々の活動はその日の担
当者が決めて行っており、利用者の活動が日勤職員の意向に委ねられている。利用者の得意なものや興味のあるものなどを聞き取り、カ
ラオケや回想法など共有できる方法で利用者の琴線にふれるきっかけになるような活動が、職員間で共有されていくことを期待したい。

１週間に一度看護師が全員の体調確認を行っている
コロナ禍で活動が制限されている中で南台シニアセンター敬愛の森として、看護小規模多機能敬愛の森の看護師と連携し、看護師が１ス
タッフとして関わってくれており、急な時以外に１週間に一度定期的に利用者全員の体調確認を行っている。

利用者の状態に応じて、日常生活に必要なさまざまな作業等を利用者が主体的に行うことがで
きるよう支援を行っている 評点（○○○○）

3. 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

個別援助計画が日々の支援と活き活きと連動する取り組みを期待したい
個別援助計画書は施設サービス計画書（ケアプラン）の（２）の書式をそのまま使用している。当ホームは入居者が毎日活き活きと笑顔で
暮らせることを目指している。家庭にかわる場所でその人らしい生活ができていると利用者が実感する中で、それが実現されているものと
考えられる。個別援助計画書が形骸化するのをさけ、介護者の日々の利用者との関わりと個別援助計画が連動し循環していくよう、具体
的援助の内容を中心とした認知症対応型共同生活介護計画書として改定されることを望む。

日々の活動をその日の担当スタッフが決めて行っている

調理の日にはみんなで餃子づくりなどを楽しんでいる
食事は１階のレストランから主菜と副菜を運んでいる。コロナ禍でレストランは閉店中であるが、レストランの厨房から届いている。各ユニッ
トごとにご飯のみ炊いており、すべて盛り付けられ調味料もかかった状態で運ばれてくる。調理の日にはリビングでみんなで餃子やお好み
焼きを作っている。千切り、混ぜる、包むなどその人が出来ることを行い楽しんでいる。日常の中で、好みの調味料を自分で選ぶ、自分で
よそうなどの配慮や工夫があることを期待する。

リネン交換や洗濯物たたみなど利用者の状態に合わせて支援をしている
リネン交換は様子を見ながら、枕カバーだけなど利用者が一人出来るところはやってもらいながら、職員と一緒に行っている。タオルたた
みや洗濯物たたみなど、利用者一人ひとりの状態に合わせてできるだけ自分で行えるよう支援している。場面観察においても、ちょっとし
た利用者の様子に合わせてさりげなく洗濯物たたみをお願いしている職員の関わりが確認できた。室内清掃は週１回、ベッドマットは月１
回業者に依頼している。金銭管理は完全に家族となっている。アンケートではほこりが溜まっており、掃除の回数を増やしてほしいといった
声がある。

入浴や排泄は一人ひとりの状態に合わせて行っている
入浴や排泄は個別援助計画に基づいて、行っているが、日々の一人ひとりの状態や意向に合わせて、柔軟に対応している。浴室は個浴
で利用者の心身に状態に合わせて安全に入浴出来るよう配慮されている。同性介護を基本として利用者の意思、意向を出来るかぎり沿っ
た対応をしている。入浴拒否のある利用者に対しては、関わりの中で理解しながら工夫し改善してきている。介護者との馴染みの関係が
深まることでさらに利用者の心が開いていくことが期待される。５階の理容室や出張でのベッドカットにも対応している。

標準項目
1. 食事に関する一連の作業等利用者の生活場面では、利用者の主体性と能力を活かして支援を行って
いる

2. 利用者一人ひとりに応じた生活への参加ができるよう工夫をしている

3. 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（食事や入浴、排泄等）を行っている

4. 各種手続きや買い物等日常生活に必要な事柄について、利用者本人による実施が困難な場合に代行
している

評価項目2の講評

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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3 評価項目3

　　

評価

4 評価項目4

　　

評価

3. 服薬管理は誤りがないようチェック体制の強化などしくみを整えている

4. 利用者の体調変化時（発作等の急変を含む）に、医療機関等と速やかに連絡できる体制を整えている

評価項目3の講評

認知力の低下を予防することを意識し支援している
数字盤、カレンダーなど入居している利用者の関心があるものを使って、製作したり、質問するなどして生活の中で認知力の低下の予防を
意識している。リビングには活動時の製作が掲示されている。さらに毎日のプログラムを、日付や時間、献立など視覚でわかりやすく意識
できて、生活と連動していることが実感できる表示などの工夫が期待される。

利用者の健康を維持するための支援を行っている
評点（○○○○）

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、利用者一人ひとりの状態に応じて身体を動かす取り組みを工夫している

標準項目
1. 利用者がお互いに関わり合いながら楽しく生活することができるよう支援を行っている

2. 事業所での生活は、他の利用者への迷惑や健康面に影響を及ぼさない範囲で、利用者の意思が尊重
されている

3. 居室や食堂などの共用スペースは、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4の講評

身体機能低下を防ぐ取り組みをしている
コロナで散歩が出来ないが、ベランダでの外気浴を１週間に一度程度行っている。また生活リハビリを大切にしており、日常生活の中で立
つ、座る、などを意識して支援している。毎週金曜日には機能訓練士による、歌や姿勢などを意識した指導や相談を行っている。

軽度の利用者に対しての支援が手薄になりやすいと感じている
本来グループホームは自宅の延長線にあるため、軽度の認知力の低下がみられても、スタッフの支援のもとで今まで出来たことを行ない
ながら、自信をもって暮せる場として期待されている面がある。当ホームは医療的なケアに加え重度の利用者の受け入れも行なっている
ため、軽度の利用者に対して、積極的な支援が充分に出来ていないと感じている。

共同生活が楽しく快適になるよう工夫している
評点（○○○）

画一的でないスケジュールでのんびり過ごせることを大切にしている
利用者は２ユニット間で自由に行き来できる環境である。場面観察ではリビングの椅子から立ち上がり、隣のユニットに向かう利用者に自
然に寄り添いながら支援する職員の姿があった。みんなで一斉に何かをすることより、画一的でないスケジュールでのんびり過ごせる家庭
的なホームであることを大切にしている。みんながのんびり過ごせるホームであるためには、一人ひとりのその人らしさを職員がわかって
いて、それを受け入れてくれているという安心感が土台となるであろう。

ＢＰＳＤ（行動・心理症状）に対して個々の様子に合わせて対応し落ち着いてきている
帰宅願望、介護拒否、入浴拒否など認知症の周辺症状として特に、入所間もない頃にあった症状が、職員のその時々の対応や、職員を
交代することで和らげるなどしながら改善してきている。記憶や見当識、判断力などの低下する中での環境の変化は、納得しがたい不安
感であり、人間としてあたりまえの感情であろう。ＢＰＳＤはその表現方法がわからない結果でもある。たんに慣れや諦めてしまうことでそ
の症状が消滅するのではなく、支援を通して職員が馴染みの環境の一つとなって心から安心することで落ちついていく支援のあり方をさら
に期待したい。

２ユニット間で自由に行き来している
１ユニット９名で同じフロア内に２ユニットがあり、それぞれリビング、キッチン、浴室、トイレがある。居室は個室でベッド、クローゼット、チェ
スト、洗面台がついている。洗面台は広く、緑を基調とした室内は明るい。利用者は２つのユニット間を自由に行き来できており、それぞれ
の担当職員が、どちらの利用者に対しても、利用者の動きに沿った穏やかな対応をしている。

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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5 評価項目5

　　

評価

6 評価項目6

　　

評価

事業所と家族等との交流・連携を図っている
評点（○○○○）

標準項目
1. 家族や利用者の意向を考慮して、家族等が参加できる事業所の行事を実施している

2. 利用者の日常の様子を定期的に家族に知らせている

コロナ禍での家族との連携についてさらに工夫が必要であろう
家族との散歩や宿泊、外出は自由となっているが、コロナ禍で、通院など以外は家族と面談することが出来ない状態となっている。アン
ケートでは、「こちらからの問い合わせには応えてくれた」、「定期的な報告・説明がない」、「問題がない限り報告がない」、「実際の生活の
様子がわからない」などの声がある。職員も家族とのやり取りをもう少し密にしたいとあるが、家族の安心だけでなく利用者の意欲にも繋
がるよう、家族との連携について、改善、工夫が必要である。

終末期の支援を家族の意向を聞きながら行っている
ベッドからの転倒予防のため、赤外線センサーをつけて、夜間の立ち上がりを感知し対応している。ベッドでの起居が不安な場合はベッド
を取りはずすなどで対応してきた。全利用者が月1回の訪問診療を受けており、看護師による、痰の吸引、酸素などの対応もしている。終
末期や看取りの支援を家族の意向を聞きながら行っている。

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（○○○○○）

3. 家族等が事業所等に対し、意見や要望を表せる機会を設け、それらを活かした支援を行っている

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、事業所でできることを説明しな
がら、方針を共有している

評価項目5の講評

例年は月に一回家族とともに誕生日会を実施している
例年は１階のデイサービスで、看護小規模多機能とショートの利用者と一緒に月に１回家族を交えて歌を歌うなど楽しい誕生会を行ってい
る。グループホームではそれぞれの誕生月の利用者へ担当の職員が手作りのカードを作り花束とともにプレゼントしている。

評価項目6の講評

ボランティアの支援で夏祭りなどに参加している
例年は団地の夏祭りなどボランティアの協力を得て全員で参加している。１階のデイサービスが休みの木曜、日曜に行われるコンサートや
お茶会などにも積極的に参加している。コロナ禍における地域との関わりについて、対策を講じての散歩や外出など、市や地域包括支援
センターなどと連携するなどし工夫されることが期待される。

敬愛の森だよりにグループホームの利用者の作品などが掲載されている
団地を中心とした地域に配布されている敬愛の森だよりには、グループホームでの利用者の活動の様子や製作作品などが掲載されてい
る。またＦ１玄関にはその他、地域の誰でも自由に手に取れる認知症予防の塗り絵やチラシが置かれているが、グループホームの利用者
はあまり利用していない。地域に向けてだけでなく、そこに暮している利用者がそうしたものを自分で手に取り、自分の生活と結びつけられ
ることによって、地域の一員と感じられるそうした生活者としての配慮をさらに望みたい。

標準項目
1. 地域の情報等を収集し、利用者の状況に応じて提供している

2. 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

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

4. 運営推進会議で話し合われた意見を活かして支援を行っている

5. 区市町村や地域包括支援センターと日頃から連絡を取り、協力関係を築きながら支援を行っている

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

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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〔利用者保護：認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）〕 令和2年度

《事業所名：  グループホーム敬愛の森》

Ⅲ 利用者保護に関する項目
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1 評価項目1

　　

評価

2 評価項目2

　　

評価

3 評価項目3

　　

評価

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（○○）

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（○○）

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

事故や感染症に関するリスク対策は行っているが、不十分な面があると認識している
介護上の事故や感染症に関するリスク対策は行っているが、侵入、災害、経営環境の変化に関する対策は不十分な面があると認識して
いる。誤薬などの事故には事故報告書を作成し、ミスを防ぐための仕組みづくりがなされている。また、認知症の進行で、転倒が続いた利
用者に対して、ベッド柵などの拘束をするのではなく、ベッドを外し、布団で寝てもらうようにした例がある。家族に赤外センサーを購入して
もらい、居室に設置し、夜間の転倒転落等のリスクを軽減するようにしている利用者もいる。

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）

利用者の意向・要望や苦情は職員間で共有し改善に取り組んでいる
苦情解決制度を利用できることや当ホーム以外の相談先については重要事項説明書に明記し契約時に伝えているが、利用者・家族の認
識はやや低い。しかし、実際に、要望・苦情は職員間で共有し、改善に取り組んでいる。利用者から、「何を食べるかわからない。知りたい」
との意見があった時には、ホワイトボードにメニューを記載し、体操の前に説明するようにした。また、食事中はテレビを消し、テレビに見
入ってしまって食事の手が止まるのを防いでいる。

現在は新型コロナ感染症対策を最優先している
平常時は利用者の健康維持・増進のために毎週金曜日にトレーナーがフロアごとに体操やレクリエーションを行っている。大声で歌いなが
ら体を動かしていたが、現在は新型コロナ感染症対策を最優先している。そのため、「曲に合わせて体操」を始める前に検温し、フロアの換
気をしている。さらに利用者同士が向き合わないように、間隔を確保し、訓練師と利用者の距離を保ち、マスクを装着し、マイクを利用して
口ずさむ程度にしている。

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

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：認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）〕 令和2年度

《事業所名：  グループホーム敬愛の森》

評価項目

評価項目

評価項目

事業者が特に力を入れている取り組み②

タイトル② 利用者の処遇をより良きものにするために生活歴を把握するよう努めている

事業者が特に力を入れている取り組み①

タイトル① 医療、看護などと連携しながら健康を維持する支援を行っている

内容①

酸素や吸引などの医療的な処置や終末期のケアをクリックや看護小規模多機能と密に連携しながら支援している。
そのため医療が必要な利用者や比較的認知症の重い利用者を受け入れている。月に２回の訪問診療の他、週に１
回の看護師による健康観察、また機能訓練士によるリハビリや介護スタッフからの相談を直に受けることができるこ
とも日々の生活リハビリに役立っている。そうした体制の中で、介護職員は安心して日々の支援をすることが出来て
いるといえる。

6-4-3

利用者の健康を維持するための支援を行っている

内容③

ケアプランと個別援助計画に基づいて、管理責任者が中心となって、主治医、看護師、各ユニットの担当者が一人
ひとりの利用者の状況を把握し、共有しながら連携して支援している。朝食後の口腔ケアの後の、早番、日勤交えて
の朝の申し送りに始まり、遅番、夜勤と全てのシフトに合わせてスタッフが必要な情報を伝達し確認し合っている。場
面観察の折にも、利用者の支援の合間に、職員同士でこまめに連絡し合っている様子が確認できた。

6-4-1

認知症対応型共同生活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

事業者が特に力を入れている取り組み③

内容②

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項目があ
り、「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。さらに入居前の面談（居
宅でのカンファレンス）で生活歴を聞き取っている。入居後に生活歴を話題に日常会話の中からニーズを把握しその
人となりや全体像を捉え、日々変化する生活状況の中で利用者個々のペースに合わせたサービスが提供できるよ
う努めている。

タイトル③ ケアプラに沿って関係機関が連携して支援している

6-2-2

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
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〔全体の評価講評：認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）〕 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

《事業所名：  グループホーム敬愛の森》

2

ホームページには当ホームの特徴など多くの情報が掲載されているが、さらに重要事項説明書など
の掲載や情報発信頻度向上が期待される

さらなる改善が望まれる点

理念・方針に、「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」とあるとおり、2つのユニット間には
職員の連携・協力体制がある。A、B、2つのユニットは廊下で繋がっている。場面観察に見たように、利用者の
ペースに合わせてA,B二つのユニットを往来している。Aユニットの利用者がBユニットに行き、Bユニットの職員
が送ってきてくれる。そのような動きが自然にできており、異なるユニットの利用者と職員が談笑していた。双方
の職員が情報を共有し、利用者のことを把握し、利用者の様子に合わせて支援している。

1

2

1

3

特に良いと思う点
医療的ケアや症状の重い利用者のある中で穏やかな支援をしている

２つのフロアを利用者は自然に行き来しており、職員はその動きに緩やかに寄り添うように支援している。職員
は日頃の支援の合間に折を見ては、職員間で一人ひとりの利用者の情報を伝え合っており、日々の介護の大
変さが支援の姿に現れることなく、利用者に穏やかに関わることができており、利用者の様子の変化に合わせ
て柔軟な対応をしている。

月刊「敬愛の森だより」を近隣住民と関係機関に配布し、情報提供しており、ホームページでも読むこ
とができる

二つのユニット間で利用者も職員も行き来があり、両ユニットの職員が連携・協調してケアに当たって
いる

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。当ホームではレクリエーション活動の多品目を取り入れ、利用者が楽しい時を
過ごせるよう努め、地域・家族とのつながりを持ち認知症の進行予防に努めている。しかし、新型コロナウイル
ス感染対策で、様々な行事が中止され当施設全体の特徴・強みを十分発揮できていない。この状況下で筋力を
落とさないために、いろいろな体操を紹介している。なお、「敬愛の森だより」は、ホームページで読むことができ
る。

3

ホームページには、当ホームの特徴を説明したページがある。当ホームは総合施設の2階にあり、リハビリ設備
や食堂、診療所が整っており、看護師、栄養士、機能訓練師、医師、調理師などがそれぞれ情報を共有しチー
ムで介護に取り組んでいることを謳っている。また、事業計画書や事業報告書、法人の個人情報管理規定も掲
載されている。さらに利用者家族専用のページもある。なお、スマートフォンでも読みやすいデザインとし、他の
同法人の事業所同様重要事項説明書などの基本的情報の掲載や更なる情報発信頻度向上が期待される。

軽度の認知症の利用者への関わりが手薄になりやすい状況である

職員は認知症が軽度の利用者への関わりが手薄になっていると感じている。医療、看護との連携が強化される
一方で、比較的重度の利用者への対応が多くなり、スタッフが軽度の認知症の利用者へ向き合う時間が少なく
なっている現状がある。認知症の利用者のためのホームであり、重度化を予防するためにも、軽度の認知症の
利用者に対する取り組みは重要な課題である。個別援助計画に組み入れ一人ひとりへのケアのさらなる充実を
期待する。

個別援助計画書が施設のケアプランになっておりその人らしさへの支援へ連動されていない

当ホームは家庭的な雰囲気の中で、毎日イキイキと笑顔で暮らせるホームをめざしている。また集団でのリハ
ビリなどを積極的に行うよりも、のんびり穏やかに過ごしてもらいたいと願っている。そのためには、一人ひとり
の利用者がもつ、すきなもの、願い、その人らしさをまるごと肯定的に受け止めてもらえているという安心感が利
用者には不可欠である。一人の利用者を、人間として生活者として全体でとらえる視点での、利用者が理解で
き、喜んでくれる個別援助計画が、日々の支援へ連動することで職員の支援がさらに充実することを期待する。
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