
ニチイケアセンター川岸夏明

【事業所概要（事業所記入）】

※事業所の基本情報は、公表センターページで閲覧してください。（↓このURLをクリック） 

【評価機関概要（評価機関記入）】

○ ○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○ ○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

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

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

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. 利用者の１/３くらいが
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

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. 利用者の１/３くらいが 3. あまり増えていない
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

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

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 3. 家族の１/３くらいと
4. ほとんど掴んでいない 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
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ユニット名（ いちい ）

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
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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

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
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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 10月 10日

訪問調査日 平成 25年  9月 19日

・入居者の方たちが、日々笑顔で過ごしていただけるような、質の高い認知症ケアの実践を目指
しています。職員同士で話合う機会を多く持ち、いろいろな意見やケアのアイディアを出し合うよう
にしています。出し合った意見を元に、より良いケアを模索し、サービスの提供を行なっていま
す。また、今年度は職員研修への参加の機会を増やすようにし、職員のスキルアップにも取り組
み始めています。
・協力医療機関や、訪問看護ステーションへのこまめな報告と相談を心がけています。医療機関
との連携を強化することで、入居者の方がお元気で生活を送られるよう取り組んでいます。

【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）】
岡谷市から南に辰野町に抜ける通称「岡谷街道」から見える小高い丘に岡谷市指定天然記念物・「毘沙門堂のス
ギ」が近くを流れる天龍川を見下ろすように立っている。その麓から天竜川右岸には田んぼが広がりホームもその
一角の新興住宅地に建てられている。開設から3年目を迎えたホームは地域の人々から暖かい目で受け入れられ
ている。すぐ近くの公民館で毎月行なわれている地区高齢者対象の「イキイキデイサービス」の参加者との交流や
区で秋に開催される文化祭にも利用者が作ったちぎり絵を出品するなど徐々に地域との関わりが深まっている。法
人の理念はもとより、ホーム独自で立てた「お客様の声に耳を傾け、否定せず、ありのままを受け入れます」、「お客
様が、『居心地良い』と感じられる環境をつくりましょう」という理念に沿って、職員も利用者と同じ目線で支援に当っ
ている。90歳以上の方が4人で平均年齢も87歳、平均介護度も2.7とやや重度化の傾向が見られ車椅子の利用者が
多くなってきている。そのような中ではあるが、利用者も笑顔が多く穏やかで、支えている職員のハキハキ、キビキ
ビとした態度が自然に利用者にも伝わり、好影響を及ぼしていることが感じられた。法人の「やさしさを、私たちの強
さにしたい」というブランドステートメントを地域の中で具現化しつつある職員にたのもしさと同時に将来に向けての
期待感を抱くことができた。

基本情報リンク先

長野県岡谷市川岸西2-11-3所在地


