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62

利用者は、その時々の状況や要望に応じ
た柔軟な支援により、安心して暮らせてい
る
（参考項目：28）

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない

3. 利用者の１/３くらいが 3. 利用者の１/３くらいが

職員から見て、利用者の家族等はサービス
におおむね満足していると思う

1. ほぼ全ての家族等が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 家族等の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 家族等の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどできていない

61
利用者は、健康管理や医療面、安全面で
不安なく過ごせている
（参考項目：30,31）

1. ほぼ全ての利用者が

68

4. ほとんどいない 4. ほとんどいない

60
利用者は、戸外の行きたいところへ出か
けている
（参考項目：49）

1. ほぼ全ての利用者が

67
職員から見て、利用者はサービスにおおむ
ね満足していると思う

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 利用者の２/３くらいが

3. 利用者の１/３くらいが 3. あまり増えていない

職員は、活き活きと働けている
（参考項目：11,12）

1. ほぼ全ての職員が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 職員の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 職員の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどいない

59
利用者は、職員が支援することで生き生き
した表情や姿がみられている
（参考項目：36,37）

1. ほぼ全ての利用者が

66

4. ほとんどいない 4. 全くいない

58
利用者は、一人ひとりのペースで暮らして
いる
（参考項目：38）

1. ほぼ全ての利用者が

65

運営推進会議を通して、地域住民や地元の
関係者とのつながりが拡がったり深まり、事
業所の理解者や応援者が増えている
（参考項目：4）

1. 大いに増えている
2. 利用者の２/３くらいが 2. 少しずつ増えている

3. 家族の１/３くらいと

通いの場やグループホームに馴染みの人や
地域の人々が訪ねて来ている
（参考項目：2,20）

1. ほぼ毎日のように
2. 数日に１回程度ある 2. 数日に1回程度
3. たまにある 3. たまに
4. ほとんどない 4. ほとんどない

57
利用者と職員が、一緒にゆったりと過ごす
場面がある
（参考項目：18,38）

1. 毎日ある

64

4. ほとんどできていない

56
職員は、利用者の思いや願い、暮らし方
の意向を掴んでいる
（参考項目：23,24,25）

1. ほぼ全ての利用者の

63

職員は、家族が困っていること、不安なこと、
求めていることをよく聴いており、信頼関係
ができている
（参考項目：9,10,19）

1. ほぼ全ての家族と
2. 利用者の２/３くらいの 2. 家族の２/３くらいと
3. 利用者の１/３くらいの

(別　紙）
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63

職員は、家族が困っていること、不安なこと、
求めていることをよく聴いており、信頼関係
ができている
（参考項目：9,10,19）4. ほとんど掴んでいない

ユニット名（ かもしか ）

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当する項目に○印

4. ほとんど掴んでいない

http://www.kaigokensaku.jp/20/index.php?action_kouhyou_detail_2013_022_kihon=true&JigyosyoCd=2091200044-00&PrefCd=20&VersionCd=022

評価結果市町村受理日平成 25年 11月 13日 平成 26年  1月  9日

所在地

事業所名

評価機関名

自己評価作成日

1  1  1  1  自己評価及自己評価及自己評価及自己評価及びびびび外部評価結果外部評価結果外部評価結果外部評価結果

2091200044

法人名 株式会社ニチイ学館

【事業所が特に力を入れている点・アピールしたい点（事業所記入）】

事業所番号

作成日   平成 25年 12月 20日

訪問調査日 平成 25年 11月 26日

”ほほえみ溢れるホームを目指して”を目標とし、ニチイケアセンターおおまち　グループホーム
ほほえみの理念は「認知症になっても自分らしく・・・有する力を大切に可能性を最大限に追求し、
発揮しながら生きる事への支援」と掲げ、日々の介護に努めている。

【外部評価で確認した事業所の優れている点、工夫点（評価機関記入）】
雪を頂いた北アルプスと大糸線を走る電車がマッチし言葉では言い表せない素晴しい眺望が眼前に広がっ
ている。そんな風景の中のベージュと淡いピンクの2階建ての家が当ホームである。母体は医療と介護の総
合企業である。職員教育にＯＪＴが取り入れられ、各種研修も計画的に行われている。人事考課制度も導入
されており、職員は切磋琢磨しながら質の高いサービス提供に努めている。男性職員（3割）が多く、男性同
士の裸の付き合い、同姓介助が出来ている。毎月、利用者一人ひとりの「ほほえみ通信」を発行し、本人の
暮らしの様子や健康状態、連絡事項などを伝えている。家族からは暮らしの様子が手に取るように分かると
好評である。食材はまさに「地産地消」で地元ＪＡの食材を使い、ホームの菜園で採れた野菜と一緒に食卓を
賑わしている。平均年齢85.4歳、平均介護度2.3、最高齢100歳の女性を含めた男性6名、女性10名の利用者
が来訪者を笑顔で迎え、「よく来た、何処から？」と親しげに声を掛けている。利用者一人ひとりの暮しを守り
続け、今年3年目を迎えた温かいホームである。

基本情報リンク先

長野県大町市大町1380-1所在地


