
福祉サービス第三者評価結果報告書【平成31年度（2019年度）】
2020 年 2 月 24 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 07 －

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 10 月 11 日

利用者調査結果報告日 年 11 月 19 日

自己評価の調査票配付日 年 10 月 11 日

自己評価結果報告日 年 11 月 13 日

訪問調査日 年 1 月 27 日

評価合議日 年 2 月 10 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）

2020 年 2 月 24 日

事業者代表者氏名 印

2019

2019

社会福祉法人敬愛会理事長　青木澄雄

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、

2020

2020

利用者調査は場面観察と標準項目で利用者家族アンケートを実施、37.5％の回収率で
あった。職員の事業評価は標準項目すべて評価分析回答を実施。訪問調査は管理者と
の面談。さらに講評部分の事実確認も行った。

2019

2019

評価者氏名・担当分野・評
価者養成講習修了者番号

所在地

H0302026

H0302012

H0302024

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1-14-3

評価者氏名

合木　洋

岩附　加代子

042-306-3199

指定番号

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）

145-0072〒　

2019

03-3722-5099

ひょう株式会社

173

東京都大田区田園調布本町24-１２－Ａ101

H0802066

〒

管理者　　　鈴木　雅子

189-0024

1392700124

所在地　

代表取締役　堀田　幸正

堀田　幸正

小松　あや子

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：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）〕 平成31年度（2019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）

理念・方針
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）〕 平成31年度（2019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》

　《事業所名： グループホーム敬愛の森》

調査対象

定員18名であるが、調査時点の利用者１６名全員の家族を対
象。

家族アンケートの回収率は37.5％と低調であった。総合満足度は「大変満足」「満足」合わせて66.7％であるが、「どちら
ともいえない」が16.7％「不満」16.7％もある。各項目とも「はい」の回答が多いが、「いいえ」の否定的回答も5項目にあ
る。「どちらともいえない」が各項目にある。

①ラジオ体操とリズム運動は、職員の号令で開始されたが、ほとんどの方は立位や座位で画面を見ながら音楽に合わ
せて、手を伸ばしたりなど体を動かし楽しそうにしていることが伺える。一部何もせず座っている方には、「○○さん一緒
に動かしましょう」と声掛けると手を動かし反応している。
②食事前の口腔ケア体操は、職員が「美味しく食べるために口を大きく動かしましょう」と説明をして、手作りの文字を書
いたパネルを示し、一文字ずつ声掛けをすると一斉に大きな声を出そうとしているのが伺える。
③食後の歯磨きは、食事が終わると自分から洗面所へ向かい歯磨きをしている方には、職員が確認してきれいになりま
したねと声掛けをしており利用者も満足している様子。大多数は、食事が終わった方から順番に職員が声掛けをすると
納得して、洗面所へ行き歯磨きをしている。終わって席に戻り職員から「すっきりしましたか」との声掛けがると満足そう
な笑顔が見られた。介助の必要な方にも職員が声掛けをすると素直に介助を受けている。

午前中のリビングと食後の場面
２ユニットともほとんどの利用者がリビングルームのテーブルを囲み、椅子に座ったり、車椅子にて寛いでいる。テレビを
見ている方、お茶を飲んでいる方、職員と話をしながら血圧測定をしている。職員の号令で、DVDを見ながらラジオ体操
とリズム運動が始まり、終わるとお茶が出され。食事までの時間はゆっくりと休息している。昼食が近くなると職員の指
導で口腔ケア体操があり、食事に入った。食事が終わると順番に歯磨きを各自している、一部職員が誘導し介助をして
いる。、

利用者家族へ管理者名アンケート用紙を施設名封筒にて郵
送。回収は無記名で、評価機関名返信用封筒を使用して評
価機関へ郵送。利用者には、場面観察を実施。

調査方法

16

16
6

37.5

16

《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》
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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

3 1 1 1

4 2 0 0

4 2 0 0

2 2 0 2

2 1 0 3

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

「はい」の回答は66.7％と比較的多い、残りは否定的回答はないが、「どちらともいえない」の回答である。

「はい」の回答が33.3％と低い項目である。残りは「どちらともいえない」と非該当だ同数である。

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

50％が「はい」と回答しているが、「どちらともいえない」「いいえ」の回答が３３．４％ある。無回答も単数ある項目。

実数

コメント

共通評価項目

「はい」の回答は66.7％と比較的多い、残りは否定的回答ではないが、「どちらともいえない」の回答である。

職員は、利用者の心身の特性及びその有する能力に応じて「できること」「できないこと」を見極めて、自立した日常生活
が出来るよう「自立支援」をサービスの基本とします。基本的には見守りの中で、利用者自身が日常生活全般にわたり
行い、その方が活き活きと生活できるよう支援します。
利用者が生活する中で、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てきています。歩行の運動習慣
を計画的に取り入れることで、身体機能の維持、向上を図ります。そして、様々な活動等に参加を促し、活き活きとした
生活が出来るよう支援します。

5．利用者同士のトラブルに関する対応は信頼できるか

「はい」の回答が33.3％と低い項目である。「どちらともいえない」も単数あるが、非該当が多い項目である。
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4 2 0 0

4 2 0 0

3 0 2 1

3 1 2 0

3 1 1 1

2 0 3 1

50％が「はい」と回答しているが、「いいえ」の回答が３３．３％と比較的多い項目である。

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

「はい」の回答は66.7％と比較的多い、残りは否定的回答はないが、「どちらともいえない」の回答である。

「はい」の回答は66.7％と比較的多い、残りは否定的回答はないが、「どちらともいえない」の回答である。

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

50％が「はい」と回答しているが、「いいえ」の回答が３３．３％と比較的多い項目である。

50％が「はい」と回答しているが、「どちらともいえない」「いいえ」の回答と非該当が各単数ある項目である。

「はい」の回答が33.3％と低い項目で、「いいえ」の回答が50％と最も多い項目である。

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
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〔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）〕 平成31年度（2019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

情報提供は地域への発信に工夫
事業所の情報は、2015年に開設された複合施設の一部門としてホームページとパンフレットを主力に地域に発信提供されており、専門用
語やわかりにくい表現を排して、内容が利用者に良く伝わるよう工夫されている。ホームページは、認知症対応を専門とする職員からの利
用者の自立支援と地域との関わり合いを一層活発にして行きたいとのホームの強い意向が示されている。複合施設で提供される多岐に
わたるサービスが案内されており、介護、生活支援、医療、レストラン等高齢者にとって必要度の高いサービス内容の中から利用者の選択
が可能である。

見学の問い合わせには利用者のニーズを掴んで対応

利用希望者と家族からの見学の申し込みや問い合わせには、適時対応している。当施設の事業が多岐にわたるため、利用者のニーズを
良く掴みそれに合わせた介護サービスの紹介、相談を行なうと共に当センター内で利用できるサービス全体について利用者に知ってもらう
ための説明を、案内する職員は心がけている。更に施設の玄関ホールには、タッチパネル式の案内ボードを設置、施設見学者、レストラ
ン・集会スペースの利用者等の不特定多数の来所者が気軽に施設のサービス提供情報を得ることができる。

月次の広報誌発行による情報提供
広報誌「敬愛の森だより」を複合施設共通で月次に発行している。センターで提供している多岐にわたる介護サービス事業についてのト
ピックス情報を地域の方々に持ってもらうための資料に加えて、地域の福祉に協力しようとする事業者としての意向を伝えるための手段と
して利用者家族をはじめ、多くの近隣の住民の方々に届くよう手配りされており、かつ経営層、職員からの介護サービス提供者としてのメッ
セージが載せられ、事業運営の現状理解に役立っている。なお本誌の編集には近隣の住民が中心となって行っている。

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
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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

利用希望者と家族の状況に応じた柔軟な対応

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

利用希望者には、できるだけ見学を勧めている。見学には、管理者が対応し、サービス提供内容・グループホームでの過ごし方・負担金等
を説明し、利用者の入居前の様子を聞き取って記録している。契約書や重要事項の説明は、家族へ行ない、同意を得ている。入居時に
は、利用者の生活歴や身体状況等の情報を得て、意向や希望と共に入居者台帳へ入力し、ケアプランの作成に生かしている。なお入居の
受入れについては地域の福祉ニーズに積極的に協力する立場で一般には困難なケースもふくめ家族の状況を勘案し柔軟に対応してい
る。

入居開始時の利用者の環境の変化に配慮した対応
新しい利用者の入居開始時の環境の変化による不安やストレスを考慮に入れ、精神的ケアにも留意したケアプランを作成し、不安の軽減
をはかり、ホームの生活に慣れてもらうために、馴染んでいた調度品等を置いたり、箸・湯飲み・茶碗など持参してもらい、しばらくは利用前
の生活の変化が少ないよう支援を職員は努めている。なお、家族には、どうしても本人が馴染まなかったり、受け入れられなかったら、いつ
でも退所できる旨の説明をしている。

サービス終了時には継続性に配慮

サービス終了時は、病気もしくは長期入院による退所の場合は、関係医療機関へ、あるいは重度化によるグループホームでの生活や医療
ケアが困難等ケースに応じて新しい転出先へ、支援の継続性を保つためにアセスメントシート上の情報を家族の同意を得て提供している。
次の移転先へ移行するまでは家族支援や相談にのる体制をしいており、他施設への移行希望には居宅介護支援事業所と連動して取り組
み、同一法人内や他の事業所の紹介などをしている。

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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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

利用者情報はパソコンを活用し記録の整備の徹底
利用者毎の心身状況や生活等の利用者情報は、「介護トータルシステム」のもとで利用者台帳・アセスメントシート・ケアプラン・介護日誌・
申し送り・ケース記録・バイタル記録・治療通院記録等がデジタルデータ化されており、介護報酬等の請求業務との一体化も図られている。
各情報は職員はパソコンで閲覧可能であり、共有化してケアプランの見直しの際はもとより、サービス担当者会議用データ分析資料として
活用している。

申し送り事項シートにて連続性のある情報共有
申し送りについては、パソコン入力とは別に、ユニットごとにファイル形式の申し送り事項シートを用意して、夜勤、早番、日勤、遅番、夜勤
の順番で担当職員が確認して状況や対応を記入をして連続性のある情報共有を図っている。管理者は、随時内容の点検をして対応の進
捗を確認している。

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

利用者の個別状況の把握とケアプランへの反映が課題

利用者の心身、生活の情報はアセスメントシートの項目に沿って入手し課題と共に記録しケアプランに反映させている。その作成、見直し
に際し、利用者・家族の意向を反映させた後は必ず結果を説明し、同意を得ている。見直し期間は、モニタリング・評価・改善の手順で、状
況・状態の変化によりその都度対応しており、とくに事故後や退院後には必ず見直しているものの、職員自己評価で見直しについては「で
きていない」と評価する職員が複数あり、また家族アンケートでは、見直し時の要望の聞き取りや説明について「できてない」の回答が複数
ある。

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

利用者の個人情報デジタル化とプライバシー保護の徹底
プライバシーの保護は個人情報保護規定を策定し、マニュアルや「心得」で職員へ徹底している。介護業務を遂行する上で必要な利用者
情報は殆どがデジタル化されておりそのセキュリティ対策は徹底している。特に、ホームページから家族専用サイトにアクセスする時は、
ユーザーIDとパスワードが必要で部外者への情報漏洩を防いでいる。また、施設の掲示物に利用者の氏名を登載する時や個人情報を外
部に提供する必要が生じた場合は、その都度利用者と家族の同意を取っている。

利用者の権利と意思の尊重
運営方針上も明示して、日常の生活の中で、利用者が希望や選択による自己決定できるような声かけを行い、出来るだけ個人の権利や
意思を尊重し、その人らしい生活が出来るよう、利用者の性格や生活歴に配慮し支援している。「待つ事」「見守る事」「見極める事」を意識
して介護に従事している。エレベーターと階段扉の施錠、部外者のホームや居室への立ち入り禁止、外部から「利用しているか否か」の問
い合わせの回答拒否等の徹底を図っている。行政からの郵便物は事前に本人または家族の同意を得て管理者が確認をしている。

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
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5／5

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

業務全般にわたるマニュアルの整備と日常業務への活用は今後の課題
事業所全ての業務につきマニュアルがそろっており、スタッフルームに設置し、職員へはその簡略版である「心得」を配布している。しかし、
業務の標準化に必要な基準やマニュアル見直しと活用を職員へ指導・教育の実施が試みているが、職員自己評価では、見直しや活用に
ついては、「知らない・わからない」と評価する職員が多く、その対応が今後の課題と思われる。

業務の一定水準確保に向けての取組み

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

職員の知識、技術を習得する機会として会議やミーティングの場の活用を中心に法人内や外部の基礎、専門分野の研修会へ参加、ある
いは資格取得への取組等職員のレベルアップを図る体制を整えている。しかし問題解決面で、上司への相談し助言受ける一方で、自ら考
えて解決しようとする力量の向上が必要とされている。更に業務の標準化を計るために、作業手順のモニタリングの充実に取り組んでい
る。

職員は担当のユニットを固定せず、ホーム全体への関わり
職員は担当ユニットを固定せず、シフト制で18名すべての利用者に対応している。職員の担当の在り方は、利用者毎に固定化が強くなる
と、担当者のキャパシティの兼ね合いで利用者の自立生活を支援する上で充分に対応しきれないことも考えられる。提供サービスの均質
化を図るための体制として、職員はホーム利用者全員に対する関心と係り合いを保ち、必要に応じ職員同士の連携で支援の充実を図って
いく方針で臨んでいる。

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

食事は、朝食は起床時間による差が生じるが、昼と夜は自然と一緒に揃って各自の状態に合わせた内容の食事をしている。入浴は衛生
面で最低週２回は入浴するようにしている。レクリエーションへの参加は自由で、さらに外出は、安全面から家族の同行があれば自由にし
ており、外気浴には、可能な限り声かけをして参加を促している。何れの活動もできることを見極め、できないことの支援を前提に声掛けや
介助方法の工夫をしている。

職員間や関係者との連携による支援の実施

利用者の支援は、各ユニットに配置された職員間の連携は勿論、看護師、機能訓練士、歯科衛生士、医師とも連携をとって実施している。
利用者の特性に合わせた個別対応に必要な利用者情報は、パソコン画面の介護日誌だけでなく、申し送り事項シートも活用して共有して
いる。夜勤専従者との連動の面で、職員会議は夜勤専従者が出られないため、文書による申し送りだけでなく、引継ぎ時やミーティングの
際の会話などで、日中の様子の実態を伝え情報共有をより確実にしている。

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

ケアプランに沿って自立生活を目指す支援の実施
職員はケアプランに基づく支援に当り、利用者が可能な限り自立した生活を送ることができるように「自立援助」を基本にして支援内容や課
題を個別に明確にしている。利用者毎の生活歴や性格、環境等を良く把握したうえで、日常生活を通して利用者の能力分析をしながら、そ
の方らしい役割（洗濯、掃除等）を見つけ出し、手を出しすぎぬよう必要最低限の支援にとどめる工夫が職員に求められている。ただ、自立
支援に関しては職員の温度差、先入観や固定概念に左右される側面があり、常にホームとしての方向性を示しながら引き続き均質化に努
めている。

利用者の自由な意思を反映した生活支援

調理する時間を他の支援や作業に使えるている
食事は3食とも1階コミュニティレストランで調理されたものが届き、キッチンでの食事作りは、米飯の炊飯器で炊くこと、汁物の加熱、一部の
形態変更、盛り付けるだけなので、職員利用者共食事作り作業の時間が省かれ、その時間がリビングで過ごしたり、利用者との対話や軽
作業、体を動かすの時間や外気に触れる時間に使うことができている。テーブル拭きや、配膳、食器洗いは一部の利用者は職員のリード
で行っている。

利用者のできることできないことの見極めと必要な援助の実施

職員は一定の介助を必要とする利用者に対し一人ひとりの入浴･排泄･更衣等の身の周りのことにつき、できることできないことを見極め
て、自分でできることは利用者自身が主体的にするようリードし、できないことに対し本人が望む方法で支援をすることを心掛けている。居
室・共用スペースの清掃やリネン交換は、利用者の自主性を大切にして、利用者の能力を活かして、各人のペースで実践されており、いず
れも無理な場合には、きっかけを作り協働で行なうようにしている。

日中時間帯に利用者と過ごす時間を多くしている

職員の勤務体制を工夫して、日中時間帯を担当する職員が一人になる時間を少なくして、原則３名体制としている。これにより利用者と過
ごす時間や見守りに費やす時間がが多くとれ、職員も連動してきめ細かい対応ができている。

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

利用者の体調の把握と家族への情報提供、服薬管理の徹底
バイタルチェックや体重変動等の常時確認により、体調の変化の早期発見につとめている。特に大きな変化や傾向が見られる場合は、電
話にて説明し、あるいは面会して今後の対応等を話し合っている。また、服薬管理は、薬局から個人別に仕分けされた薬を、職員が個人
別仕分箱を利用して服薬時別に保管している。職員間での投薬の口頭での確認、呑み込み確認も行い誤薬や飲み忘れのないように毎回
チェック表記載にて確認をしている。

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

訪問診療医との連携と緊急の場合の対応体制
日頃、主治医である訪問診療医や医療機関との連携を密にしている。ほとんどの利用者は月2回の訪問診療で医師の診断を受けている。
体調急変の場合は家族に連絡のうえ容体を伝える一方、医師や同一法人の事業所の看護師との連動や連絡網にて緊急出勤による人員
確保ができる体制をとっており、迅速な対応が可能である。さらに所内の勉強会や研修の参加者の報告等で、健康や医療の知識や技術
の向上に役立てている。

からだを動かす生活リハビリ
利用者が自立生活を送れるように、身体機能の維持・向上を目指したリハビリテーションとして歩行や立位維持等のからだを動かすことを
中心とした生活リハビリと体操を導入し、特に手足を動かすことでの残存能力の活用で高まることを期待し実施している。更に週一回、同
一センター内の機能訓練士の指導で歌と簡単な踊りで体を動かしたり声を出している。歯科衛生士が定期的に来所して口腔ケアを実施し
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（○○○）

ホームの生活が楽しくなる工夫

２ユニット制のグループホームとしての良さを活かして、双方ユニットの利用者の特色に合わせたレクリエーション、趣味活動やリビングで
の過ごし方を一緒に楽しむ様々な機会が設けられている。入浴日を週５日間とし、入浴のない２日間を、レクリエーション活動、行事やイベ
ントに全員が参加できるようにしているが、体調等で実現できない週もある。センター内のイベントスペースで、他の事業所利用者と一緒
に、音楽、邦楽鑑賞や趣味活動にもボランティアの協力のもとでの取り組める機会や近隣の保育園児等との世代間交流にも恵まれてい
る。

利用者の生活のリズムを尊重したホーム運営
利用者の生活の場は「家であるホーム」と考え、起床から就寝までの生活の流れは、個人のリズムを基本としている。画一的なスケジュー
ルは作らず、一律に他の利用者に合わせることも求めず、職員は利用者が不安にならないよう常に見守りと即対応の柔軟な姿勢を取って
いる。起床時間や就寝時間は決めないが、活動性の低下や昼夜逆転などにつながらないよう、自然な形で生活のリズムへの配慮を行って
いる。しかし居室で過ごす時間が多い方への対応の工夫が今後の課題としている。

居室や共有スペースの雰囲気作りと空調管理や安全性に配慮

利用者の健康や快適性に配慮して空調管理を行なっており、居室は個別のエアコンにて居室毎に調整をしている。個人に合わせた居室整
備をして、静かに落ち着いて過ごせるように環境面の配慮と、リビングは食堂機能と入居者との団欒の場になるようにセットし、キッチンに
いる時間は少ないが、常に全体が見渡せるよう職員の見守りが実施し易いレイアウトやバリアフリーで安全性に配慮している。なお、火気
については、光熱関係はすべて電気であり、入居者の火の取扱いは全くないが、常に1名以上の職員が防火の見守りを行なっている。

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
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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

看取りに関する相談・協議
利用者の看取りに関しては、希望する家族へは、重度化指針に基ずき契約時に説明し、当事業所で対応できる範囲の確認と同意を得た
上で、必要が生じた場合には、事業所、ご家族、ご本人、主治医等が協議し、対応できることを明確にしており、職員へは申し送りノートで
徹底している。しかし終末期に関するマニュアル面では整備されておらず、今後の課題としている。

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

家族は来訪し面会やホームの行事に参加
殆どの利用者の家族は、ホームを月1回以上来訪し利用者と一緒の時間を過しており、家族との外出や外泊も自由に行なわれている。家
族参加の行事は、計画を家族に公表しており、センター全体での敬老会や納涼祭等のいくつかのイベントが実施されており、利用者家族も
参加している場合もある。また、家族の来訪時には職員も家族と面談し、利用者の日常生活の様子を話しており、特に体調不良の方につ
いては近況報告もかね、家族の要望を聞く機会にしている。

評価項目6の講評

南台シニアセンター敬愛の森として地域との交流
敬愛の森の各事業所合同で地域の福祉に協力していることが、地域のシニアセンターとして地域の人々に理解されてきており、同センター
主催の各種イベントには一般の人々を含め住民が来場している。更に、センターが推進実施している地域のシニア雇用事業として、広報
誌編集、送迎、植栽、清掃、介助、食堂等があり周辺地域の方が従事している。また、地域の情報を収集して１階エントランスに掲示もして
いる。これらの地域との係わりあいは、利用者が地域の一員として生活する機会つくりに繋がっている。

地域とのつながりを大切にする運営
運営推進会議を開催して地域の情報を参考にしたり、地域包括支援センターと介護の案件について連絡を取り合うなど地域との繋がりを
大切にする運営に努めているが支援面では十分に生かされている面が少なく今後の課題としている。更に地域自治会と、災害時の対応に
ついての話し合いも進んでおり、地域への協力姿勢は評価できる。利用者の訓練参加等も実施されている。

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）〕 平成31年度（2019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

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

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、認識を共有し、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

予測されるリスクを予め検証

リスクの対応は、感染症や事故については日常予測されるリスクとして、ヒヤリハット記録や事故記録をふり返り検証して、注意点を職員間で
申し送りや会議録で共通認識を持っている。予測し難い自然災害や深刻な事故に遭遇した場合のリスクに備え、避難訓練や消火訓練は定
期的に実施しているが、事業所として日頃の危機管理と発生時の対応が的確にできるようになることが必要とされている。事業継続計画に
ついては法人全体として取り組んでいる。特にセンターの全事業所の代表者が参加する安全衛生委員会があり、安全確保には力を入れて
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）

利用者の苦情や要望が気軽に出しやすい環境作り

利用者の苦情や要望の大半を直接受け止める職員が、普段から話し易い環境、雰囲気つくりに努めており、コミュニケーションや利用者の
発するサインも関心を持って対応している。なお出された苦情、要望については職員間で共有化して迅速な解決、改善が図られるよう組織
的対応に努めている。第三者の苦情窓口の周知は、契約時重要事項として説明を欠かさず行っているが、利用者アンケート結果でも浸透率
が低く、徹底していく必要があると思われる。

虐待の防止に向け全職員で取り組む

日頃、職員は法令を遵守し倫理を重んじる介護サービスの徹底に努め、職員相互の言動には注意を払っており、法人本部の業務改善委員
会の検討事項と合わせ、当事業所でもマニュアルを作成。高齢者虐待や接遇の研修で組織的にも虐待防止に全員で取り組んでいる。なか
でも新入職員に対する教育と言葉による虐待が無意識のうちに進行する傾向がある点を徹底させている。今迄、事例は発生していないが、
利用者のわずかな傷や痣でも見逃さず、虐待被害があった場合は、事実確認を行い、緊急委員会を設置し関係機関と連携して対応する体
制にしている。

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）〕 平成31年度（2019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

内容②

①2か月に一つの企画を立て、利用者に提示し、意見を聞きながら、利用者が楽しく参加できる企画を提供する。
②利用者に合わせたメニューをそろえて脳トレーニング・塗り絵等を提供する。3か月毎のモニタリングをして一人ひと
りのニーズに合わせたメニューを取り入れ今後の利用者の生活を支援する。
③家族・地域社会との連携を図り、社会との交流を図る。

タイトル③ 利用者・家族との信頼関係の構築

6-4-4

共同生活が楽しく快適になるよう工夫している

内容③

①サービス提供の開始に際し、予め利用者または家族に対し、サービスの内容、利用における重要事項について説
明し同意を得る。
②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会話からキャッチし、また家族とは面会や電話連絡、
インターネット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出来るよう信頼関係の構
築を図る。

6-4-5

事業所と家族等との交流・連携を図っている

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 余暇の楽しみ方についてレクリエーション活動の多品目の採り入れ

事業者が特に力を入れている取り組み①

タイトル① 歩行の運動習慣を計画的に取り入れ、身体機能の維持、向上をを図る

内容①

①利用者1人ひとりの状態を把握し、運動習慣（歩行訓練・段差訓練）の目標を立て、計画的に実施する。3か月ごとの
モニタリングで次回の目標を設定する。
②生活リハビリを機能訓練士から職員が指導を受けて、利用者の筋力向上や維持をどこでも実施できることで、行動
範囲の拡大に繋げ、活き活きとした生活を送れるように支援する。
③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

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
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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）〕 平成31年度（2019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

事業所全ての業務につきマニュアルがそろっており、スタッフルームに設置し、職員へはその簡略版である「心
得」を配布している。しかし、業務の標準化に必要な基準やマニュアル見直しと活用を職員へ指導・教育の実施
が試みているが、職員自己評価では、見直しや活用については、「知らない・わからない」と評価する職員が多く、
利用者が満足かつ安定したサービス受けられるためには、職員のマニュアルの理解と活用の徹底が必要と思わ
れる。更に業務の標準化を計るために、職員の作業手順が妥当か否かのモニタリングも必要とされている。

人材の安定的確保と育成

職員の自己評価で、人材強化と育成の必要性のコメントが多く出ている。職員の安定的確保は、利用者への対
応の充実と安心安全に繋がり、更に育成面では、指導力強化、職員の意識改革と専門的知識の習得や個々のス
キルアップがより良い利用者サービスに結び付くと思われる。人材の安定的確保と人材育成が喫緊の課題と思
われる。

利用者の意向の引き出しの工夫

利用者の状態、生活の情報はアセスメントシートの項目に沿って入手し課題と共に記録しケアプランに反映させて
いる。しかし、利用者の意向や希望の把握の面で、十分に引き出ことが難しく、個別援助計画に確実に活かされ
ているとは言い難い。また家族アンケートでも、見直し時の要望の聞き取りや説明について「できてない」の回答
が複数ある。利用者の意向の引き出しについて、日常会話等のコミニケイション手段、個々の情報の精査・整理、
家族との情報交換等の工夫が今後の課題と思われる。

《事業所名： グループホーム敬愛の森》

2

業務の標準化へ向けたマニュアルの理解と活用の徹底

さらなる改善が望まれる点

食事は3食とも1階コミュニティレストランで調理された主菜と副菜が運ばれ、キッチンでの食事作りは、米飯の炊
飯器で炊くこと、汁物の加熱、一部の形態変更、盛り付けをしている。コミュニティレストランは同一法人の運営
で、地域のどなたでも利用できる食堂として１年３６５日営業をしており、専門の調理師と栄養士が工夫して丁寧
に調理して、美味しくて、衛生面でも安心できる食事を提供している。

1

2

1

3

特に良いと思う点

グループホームがもつサービスと複合施設が持つ機能の連動で独自のサービスの提供

認知症高齢者に対して、家庭的雰囲気の中、、安心してその人らしくいきいきと生活が継続できるよう「自立支援」
と「生活の質の向上」を念頭に、多様なニーズに応じた介護サービスを提供している。かつ、地域の高齢者が安心
して健康で、住み慣れた地域で生活し続けることができるサービス提供を目標に開設した複合施設が持つ生活
サービス、介護・看護サービス、社会参加事業の各機能と連携した独自のサービス提供している。利用者は、こ
の複合施設のサービスをスムーズに利用できること、事業所としては人的かつ業務面の連動がいつでも可能で
ある。

利用者と職員が過ごす時間にゆとりある工夫をしている

食事は全て、レストランで調理された料理を提供している

職員の勤務体制を工夫して、日中時間帯を担当する職員数を原則３名体制することと、職員の食事調理時間の
短縮できたことで、利用者と過ごす時間が多くとれ、対話や見守りをする時間も増え、きめ細かい対応ができてい
る。更に、入浴日を可能な限り週５日間とし、入浴のない２日間を、レクリエーション活動、行事やイベントに全員
が参加できるようにしている。同一センター内のイベントスペースで、他の事業所利用者と一緒に、音楽、邦楽鑑
賞や趣味活動にも地域のボランティアの協力で取り組める機会や近隣の保育園児等との世代間交流にも恵まれ
ている。

16／16


