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【事業所概要（事業所記入）】

※事業所の基本情報は、介護サービス情報の公表制度ホームページで閲覧してください。
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訪問調査日 平成30年1月30日

のぞみ苑開設10年が経ち、やっと美祢市で苑の存在意義が浸透して来たように感じる。テーマを「認知症の方が安心して暮らせ
る第２の家」というコンセプトも地域密着ならではのものであることを理解して頂く為に、元ご家族も家族会の代わりに「応援団」と
いう形で、畑の増設、避難訓練、運営会議にも引き続き相談役として参加を促し、関係性を断ち切らないようして取り組んでい
る。基本的に「施設に入ったらもう、出来ない」と言う考えを少しでも取り除くため、利用者様本人だけでなく、家族様からの想い
や、ご要望も聞き出せるように取組み、生き甲斐や、趣味、本人様の好きだったことを復活するような支援にも力を入れた。入院
が長引き、退苑せざるを得なかった利用者が本当は一度は苑に帰りたかった、と言う思いを家族と汲み、本人様が亡くなられた
後に一度苑に帰って頂き、一晩過ごされ、みんなでお見送り出来るケースもあった。このように、看取りではないが苑を出られて
も家族様との関係性を大切に最後のお見送りに一緒に立ち会える関係を築けたことはとても大きいことと感じた。利用者の為に
何が一番なのか、さまざまな意見や家族背景、社会の認知症であるがゆえに受ける試練もたくさんあるが、その都度スタッフで
意見を出し合い、進んで行く方向性が安定して来たように思う。苑開設以来、ずっと食を守り続けている料理スタッフが今では、
利用者様にだいぶ助けられている姿も今ではめづらしくはない。また介護度の高くなられた利用者様にもミキサー食でなるべく
口から食を楽しんで頂くことも引き続き、苑のアピールポイントである。今年最後の運営会では、お菓子づくりが好きな利用者様
の提案でお世話になったお返しにと、手作り飴を届けようということになり、1年閉めくくりの苑のムービーを一緒に見ながら飴を
お配りし、大変喜ばれた。このように、いつも利用者様が中心に活躍出来る支援を増やして行きたい。

【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）】

山口県美祢市美東町大田3838-1所在地

グループホーム　のぞみ苑事業所名

1  自己評価及び外部評価結果

3597910011

法人名 有限会社　盛和会

【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

評価機関名

自己評価作成日 評価結果市町受理日平成29年　　　12月　　　29日 平成30年4月6日

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：10．11．20）

山口県山口市吉敷下東３丁目１番１号　山口県総合保健会館内
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4. ほとんど掴んでいない

Ⅴ．サービスの成果に関する項目（アウトカム項目）　　※項目№1～56で日頃の取り組みを自己点検したうえで、成果について自己評価します

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
　　↓該当するものに○印

所在地

4. ほとんどできていない

57
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：24．25．26）

1. ほぼ全ての利用者の 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

64

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：2．21）

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

58
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：19．39)

1. 毎日ある

65

4. ほとんどない

59
利用者は、一人ひとりのペースで暮らしている
(参考項目：39)

1. ほぼ全ての利用者が

66
3. 利用者の１/３くらいが

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：38．39）

1. ほぼ全ての利用者が

67

4. ほとんどいない

2. 利用者の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. 全くいない

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：5）

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. あまり増えていない
4. ほとんどいない

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

職員は、活き活きと働けている
(参考項目：12．13）

1. ほぼ全ての利用者が
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

4. ほとんどいない

1. ほぼ全ての職員が
2. 職員の２/３くらいが

69

61
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：50)

1. ほぼ全ての利用者が

68

4. ほとんどいない

2. 利用者の２/３くらいが

60

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

1. ほぼ全ての利用者が

運営推進会議のメンバーに地域の薬剤師や同業他施設の相談員、地区区長、民生委員、消防団員等を迎えられ、地域サ―
ポーターとして事業所との交流や支援を得られるよう取り組んでおられ、避難訓練で具体的な協力体制づくりを一歩ずつ進めら
れたり、利用者の地域との交流を深めておられるなど、会議を活用して社会資源との連携を進めておられます。近所の人からの
差し入れの野菜などを利用して、工夫した献立で三食とも事業所で食事づくりをされ、利用者と一緒につくった漬物やおやつなど
と共に、季節感あふれる豊かな食事を楽しめるよう支援しておられます。職員は「1週間のアセスメント表」や「利用者様エピソード
表」などを作成され、利用者の思いを把握する工夫をしておられ、神棚の榊を利用者の自宅の山に取りに行く、姉妹の踊りの発表
会を見に行く、コンサートや外食に出かけるなど、馴染みの関係や出来ることを活かされて、利用者の生きがいと笑顔をつくる支
援に取り組んでおられます。

63

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：29）

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

62

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：31．32）
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グループホーム　のぞみ苑

自己評価および外部評価結果

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

Ⅰ.理念に基づく運営
1 （1） ○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義をふまえた事業所理
念をつくり、管理者と職員は、その理念を共有して
実践につなげている

2 （2） ○事業所と地域とのつきあい
利用者が地域とつながりながら暮らし続けられる
よう、事業所自体が地域の一員として日常的に交
流している

3 ○事業所の力を活かした地域貢献
事業所は、実践を通じて積み上げている認知症の
人の理解や支援の方法を、地域の人々に向けて
活かしている

運営推進会議にて認知の方のぶつかる事
例を発表したり、苑だよりに「のぞみ苑流オレ
ンジプラン」を題して、認知症の方の対応に
ついて紹介するコーナーを設けている。運
営会議のメンバーの方には、認知症の初期
段階での症状をよく理解して頂けるようにし
ている。

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

理念は事務所内・各自の名札に明記し、朝
礼時に唱和し業務に入っている。昨年、理
念の解説文を作成したことにより、より深く意
味を意識したと共に、新入社員に対しても理
解しやすいものとなった。

地域密着型サービスの意義をふまえた理念
を事業所内に掲示している。管理者と職員
は、内部研修で外部講師を招いて理念につ
いて学び、理念に沿った指針を作成し、名札
の裏に記したりパンフレットや封筒に掲載し、
朝礼時に唱和して共有している。職員はス
タッフ会議で理念を基にケアの検討をして、
利用者の生活歴や趣味を基に生きがいづくり
に取り組んでいるなど、理念を実践につなげ
ている。

自治会の一員として溝掃除・ゴミステーション
清掃を行ったり、苑だよりの回覧をしている。
地域のサロン・古民家・神社・寺・祭り・イベン
トに出掛けたり、月々のボランティアの来訪
や、外部行事を通して子どもたちと交流し来
訪につながった例もある。

自治会に加入し、利用者と職員は一緒に回
覧板を持って行ったり、年2回の溝掃除や2ヶ
月に1回のゴミステーションの清掃に参加して
いる。事業所だよりを自治会で回覧し、公民
館や消防団、民生委員、薬局などに配布して
いる。利用者は社会福祉協議会主催のサロ
ンや古民家でのハロウィン、神社の祭り、お寺
参りや法話、中学校の体育祭の見学などに
出かけ地域の人と交流している。事業所の夏
祭りや敬老会、ありがとう会（クリスマス会）に
多くの地域の人や子供たち、ボランティア、家
族が参加している。ボランティア（大正琴、日
本舞踊、三味線、銭太鼓、竹太鼓、腹話術）
の来訪がある。事業所の畑づくりに地域の人
の協力を得ている。米や野菜の差し入れがあ
る。利用者は地元の商店での買い物時や銀
行、郵便局、道の駅などへの外出時、散歩時
などで地域の人と挨拶を交わし、日常的に交
流している。
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グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

4 （3） ○評価の意義の理解と活用
運営者、管理者、職員は、自己評価及び外部評
価を実施する意義を理解し、評価を活かして具体
的な改善に取り組んでいる。

5 （4） ○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、利用者やサービスの実際、
評価への取り組み状況等について報告や話し合
いを行い、そこでの意見をサービス向上に活かし
ている

6 （5） ○市町との連携
市町担当者と日頃から連絡を密に取り、事業所の
実情やケアサービスの取り組みを積極的に伝えな
がら、協力関係を築くように取り組んでいる

２か月に１回の運営推進会議には、市担当
者・包括支援センターの方には必ず出席し
て頂くようにしている。運営推進会議のみで
なく、必要時には連絡を取り、相談したり、情
報・助言を頂いたりする協力関係が出来て
いる。

市担当者とは、運営推進会議時の他、直接
出向いたり、電話で相談して助言を得て、情
報交換している他、市立病院の地域連携室
に出向いて入所などの事例相談をしているな
ど、協力関係を築くように取り組んでいる。地
域包括支援センター職員とは、運営推進会
議時や出向いて、利用者の状況について相
談しているなど、連係を図っている。

運営推進会議では、入居状況・生活の様
子・インシデント報告・行事報告やテーマを
決めての意見交換を行っている。会議で頂
いた意見・助言に対してすぐに話し合い、改
善に向けて取り組んでいる。家族会につい
ては設立はなかなか難しいが、引き続き、元
御家族なども「応援団」という形で呼びかけ
ている。運営推進会議のメンバーについて、
新たに薬剤師・消防の方にも出席頂くように
なった。地区内での回覧で苑だよりを回して
頂く案を区長より頂いた。

新たに薬剤師や消防職員、他施設の相談員
をメンバーに加え、2ヶ月に1回開催している。
利用者の状況やインシデント、アクシデント報
告、研修報告、外部評価結果と事業所の取り
組み、家族や地域の人の応援団活動などの
報告を行い、事例から振り返るリスクマネジメ
ントや避難訓練などについて話し合ってい
る。事業所だよりや1年を振り返るムービーを
活用して利用者の状況を伝え、意見を得や
すくする工夫をしている。看護師の配置につ
いての意見があり、かかりつけ医に相談して
医療との連携を深める取り組みを行い、検討
した結果は会議で報告しているなど、意見を
サービス向上に活かしている。

自己評価は管理者が評価の意義について説
明し、評価をするための書類を全職員に配布
して記入したものを基にスタッフ会議で意見
を聞き、管理者とリーダー、計画作成担当者
が話し合ってまとめている。前回の外部評価
結果を受けて管理者が目標達成計画を立
て、スタッフ会議で職員が話し合い、初期対
応のマニュアルの改善や、就業環境の整備
を行っているなど、具体的な改善に取り組ん
でいる。

全職員に自己評価の書類を配布し記入して
いる。そして、改めて"サービス評価項目ガイ
ド集"を参考にして、各自が日々を振り返るこ
とを試みる。評価後は結果に基づき、全員で
話し合い、次の目標を掲げ、出来る事から取
り組んでいる。
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グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

7 （6） ○身体拘束をしないケアの実践
代表者及び全ての職員が「指定地域密着型サー
ビス指定基準及び指定地域密着型介護予防サー
ビス指定基準における禁止の対象となる具体的な
行為」を正しく理解しており、玄関の施錠を含めて
身体拘束をしないケアに取り組んでいる

8 ○虐待の防止の徹底
管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法につい
て学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業所内で
の虐待が見過ごされることがないよう注意を払
い、防止に努めている

9 ○権利擁護に関する制度の理解と活用
管理者や職員は、日常生活自立支援事業や成年
後見制度について学ぶ機会を持ち、個々の必要
性を関係者と話し合い、それらを活用できるよう支
援している

虐待について勉強会を実施し、日常業務が
心ならずも虐待となっていないか、意識しな
がら接するよう心掛けている。

現在の利用者の中で権利擁護を用いておら
れた方が3名おられ、成年後見人制度を利
用されている方も1名おられる。権利擁護の
方では、なるべく本人様がご自分で自分の
財産について心配せずに管理され、安心し
て生活が出来る様に社会福祉協議会と連携
を行い、後見人制度が今後必要になる方に
ついても、キーパーソンの方を含めて相談
し、本人と進めていく連携をもつ支援体制を
取っている。権利擁護から成年後見人への
移行についてはその時期を御家族と共に考
える。そして、この度3名のうち2名が後見人
に移行の時期にある事を、御家族に伝え、
社会福祉協議会を加えてカンファレンスを開
いた。その後、地元の司法書士へ紹介して
いる。

玄関の施錠は夜間のみ。日中の出入りは自
由で、外出したい利用者には職員がさりげな
く寄り添い共に出かけている。スピーチロック
については職員間で注意し合ったり、話し合
い、身体拘束についても、見守りやラウンド
回数を増やすことで、危険性を回避できるよ
うに取り組んでいる。

マニュアルがあり、日常業務の中で管理者が
指導し、職員は身体拘束について理解してい
る。見守りでリスクを回避し、身体拘束をしな
いケアに取り組んでいる。玄関には施錠せ
ず、外出したい利用者には職員が一緒に出
かける支援をしている。スピーチロックについ
て気になるところは管理者が指導し、職員同
士で注意し合っている。
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グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

10 ○契約に関する説明と納得
契約の締結、解約又はや改定等の際は、利用者
や家族等の不安や疑問点を尋ね、十分な説明を
行い理解・納得を図っている

11 （7） ○運営に関する利用者、家族等意見の反映
利用者や家族等からの相談、苦情の受付体制や
処理手続きを定め周知するとともに、意見や要望
を管理者や職員ならびに外部者へ表せる機会を
設け、それらを運営に反映させている

12 （8） ○運営に関する職員意見の反映
代表者や管理者は、運営に関する職員の意見や
提案を聞く機会を設け、反映させている スタッフ会議（全体　月１回・週２回）や個人

面談で職員と話し合ったり、スタッフの意見
を常勤者は、耳をかたむけるようにし、上
がった意見を管理者は常勤と改善できる課
題をすぐに話し合いう。又、その内容をスタッ
フと話し、改善点に納得行く内容であるかを
聞く機会を設けるようにしている。

管理者は月1回のスタッフミーティングや週2
回のスタッフ会議、随時行う個人ミーティング
等で、職員の意見や提案を聞く機会を設けて
いる他、日常業務の中でも聞いている。職員
の休憩時間確保のためのタイムテーブルを作
成する為、管理者抜きのスタッフ会議を設け
るなど工夫している。職員の意見から1週間ご
とのアセスメント表を作成したり、アセスメント
シートにセンター方式を活用しているなど、意
見を運営に反映させている。

入居契約書と重要事項説明書を入居時に
は十分な説明とともに、締結して頂き、利用
者・御家族の環境が変わった上で、起こりう
る不安等もきちんと意見交換できるようにす
る。
そして、緊急時等にはどのように対応してい
くかなど、意向確認書などで医療との連携に
ついて説明しておく。また、改定内容（利用
料等）のことや、その他の制度であった場合
はなるべく御家族にご一報し、又、文章化し
たものを送付させて頂く事で周知して頂いて
いる。

意見箱の設置、第三者窓口を社協にお願い
していることを契約時に説明。1年を通して苦
情らしい苦情はあまり無いように感じるが、1
番大切にしているのは、日頃の御家族との
関わりなので、 来苑された際に会話をする
中で、ご要望を聞くようにしている。
意見等は運営推進会議やスタッフ会議で課
題として対応でくるスタッフが話し合い、改善
するように出来ることから取り組んでいる。

相談や苦情の受付体制や第三者委員、処理
手続きを定め、契約時に家族に説明してい
る。2ヶ月に1回の事業所だよりと共に、利用者
を担当している職員が手紙や写真で利用者
の日頃の様子を伝え、家族が意見を言いや
すいように工夫をしている。運営推進会議時
や電話、面会時に家族からの意見や要望を
聞いている。看護師確保の要望があり、市担
当課や協力医療機関と相談し、事業所と訪問
看護の連携を図っているなど、意見を運営に
反映させている。
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グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

13
○就業環境の整備

代表者は、管理者や職員個々の努力や実績、勤
務状況を把握し、給与水準、労働時間、やりがい
など、各自が向上心を持って働けるよう職場環境・
条件の整備に努めている

14 （9） ○職員を育てる取り組み
代表者は、管理者や職員一人ひとりのケアの実
際と力量を把握し、法人内外の研修を受ける機会
の確保や、働きながらトレーニングしていくことを
進めている

15 ○同業者との交流を通じた向上
代表者は、管理者や職員が同業者と交流する機
会を作り、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問
等の活動を通じて、サービスの質を向上させてい
く取り組みをしている

外部研修について、新任・実践者研修を受
講し、スタッフ会議にて復命し、学んだ内容
を共有ている。内部研修として、外部より講
師を招き、新人職員を対象とした講義、介護
技術、職員の育成についてのテーマで研修
に取り組んだ。又、職員同士で、火傷、止血
などの応急処置を中心とした研修を強化し、
全員が慌てず対応できるように努めている。

外部研修は情報を職員に伝え、新任、実践
者研修、グループホームのブロック研修など、
希望や段階に応じて勤務の一環として参加
の機会を提供している。受講後はスタッフ会
議で復伝し、レポートを回覧して情報を共有
している。内部研修は、外部講師を年4回招
いて、排せつケア、インフルエンザ、ジェノグ
ラムの理解などについて学んでいる他、職員
で研修チームをつくり、自分の勉強したことを
発表する朝礼時のプチ研修や、週2回のス
タッフ会議で行う事例に応じたケアポイント研
修を行っている。

市・社会福祉協議会より声を掛けて頂き、市
内の小規模多機能型施設にて行われたそう
めん流しに参加したり、当苑の夏祭りにもお
招きして、利用者・職員共にお互いの行事
に参加し、交流を深め、レクリエーションの進
め方など参考になるものを得ることが出来
た。

昨年、定時退社に向けて業務内容の改善を
行い、以前に比べ少しは早まったものの、な
かなか定時には帰れない。そこでスタッフで
話し合い、休憩を取りやすくする、早く書き物
に入れるタイムテーブルの作成をし、取り組
むようにしている最中である。また、新人が定
着せず、正職員がなかなか増えないのが現
状であり、改善すべき点である。
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グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援
16 ○初期に築く本人との信頼関係

サービスを導入する段階で、本人が困っているこ
と、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、本人の
安心を確保するための関係づくりに努めている

17 ○初期に築く家族等との信頼関係
サービスを導入する段階で、家族等が困っている
こと、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、関係
づくりに努めている

18 ○初期対応の見極めと支援
サービスを導入する段階で、本人と家族等が「そ
の時」まず必要としている支援を見極め、他の
サービス利用も含めた対応に努めている

19 ○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におかず、
暮らしを共にする者同士の関係を築いている

本人・家族はもちろん、在宅ｹｱﾏﾈや関係施
設機関と連携を密に取り、協力を頂きその時
必要なことを優先的に支援しながら対応して
いる。10年目を迎え、のぞみ苑の在り方・役
割が浸透してきたように思う。その結果、入
所の相談も増え、入所に至るまでも、認知症
が重度化する前にスムーズに入所が行える
ケースが増えた。

今までの生活の延長に今のグループホーム
での生活を常に意識し、各々の得意分野、
出来る力を見極めトライする。職員も利用者
様から習うつもりで、色々な活動に共に取り
組んでいる。いい例として、畑も増設、収穫
の喜びやそれを使った料理なども共に味わ
い、感動を分かち合っている。

入居前に御家族や関係機関の方から情報
を頂き、ご本人とは、その時点での生活拠点
（自宅・施設・病院）に赴き話を聞くようにして
いる。又、施設見学や体験入所も提案し、本
人の安心に繋げ、心地よいに入所に至れる
ように取り組んでいる。又、見学のみならず、
おやつの時間に来苑して頂き、一緒にお茶
やコーヒー、おやつを召し上がって頂き、レ
クリエーションを楽しんで頂いている。

相談時には認知症が発症する前後の様子
を聞き取り、事前の見学をして頂く。また、初
めて泊りを利用する方や、グループホームと
他施設の違いを感じて頂き易い環境も提供
できるように、お試しショートステイなども提供
し、安心してスムーズな入居、信頼関係作り
につなげている。
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グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

20 ○本人を共に支えあう家族との関係
職員は、家族を支援される一方の立場におかず、
本人と家族の絆を大切にしながら、共に本人を支
えていく関係を築いている

21 （10） ○馴染みの人や場との関係継続の支援
本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場
所との関係が途切れないよう、支援に努めている

22 ○利用者同士の関係の支援
利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤立せ
ずに利用者同士が関わり合い、支え合えるような
支援に努めている

利用者同士での思いを大切にし、お部屋を
自由に行き来できる方には、新たな人間関
係をで築いて頂くことを支援している。また、
それが認知面で他者への関わりが上手く持
てず、孤立しがちな利用者には職員が個別
にマッサージ、足湯などスキンシップも含め
たリラックス出来る関わりを持つように支援を
し、そこから生まれる会話などを大切にして
いる。

御家族は本人を支える為の一番の協力者と
捉え、来苑時の挨拶、会話を大切にしてい
る。本人の様子を面会時・手紙・電話・メール
等を利用し、細目に伝えるようにして、認識
の差を埋め、共に話し本人のより良い支援に
繋げている。

御家族の協力を得ながら、自宅や墓参り、地
域の行事に参加して関係性を保つようにし
ている。また担当者と共に、法座に出向いた
り、地元の中学校に孫がいる利用者様を運
動会にお連れしたりするなど、希望の場所に
出掛けられるよう支援している。

家族の面会や親せきの人、友人、近所の知
人などの来訪がある他、年賀状や暑中見舞
い、電話などでの交流を支援している。寺の
住職に利用者の部屋で「おとりこし」の法要を
してもらったり、利用者の所有する山に神棚
の榊を取りに行く、孫の中学校の運動会を見
に行く、妹が出演する舞踊を見に行く、行き
つけの美容院の利用、馴染みの商店での買
い物、むかし遊んだ寺や馴染みの場所へのド
ライブに行く、家族の協力を得て外食、外泊、
墓参り、法事や葬儀へ出席するなど、一人ひ
とりの馴染みの人や場所との関係が途切れな
いよう、支援している。
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グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

23 ○関係を断ち切らない取組み
サービス利用（契約）が終了しても、これまでの関
係性を大切にしながら、必要に応じて本人・家族
の経過をフォローし、相談や支援に努めている

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
24 （11） ○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握
に努めている。困難な場合は、本人本位に検討し
ている

25 ○これまでの暮らしの把握
一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生活環
境、これまでのサービス利用の経過等の把握に努
めている

入居時から定期的にセンター方式を更新す
ると共に、日々の生活の中で、気づいたこと
や言動をアセスメント表・エピソード記録・介
護記録に記録し共有している。困難な場合
にはご家族に協力を得たり職員館で話し合
い本人本位に検討している。今回、苑独自
のアセスメント表を作成し、本人の思いや言
動を項目毎に記入することによって、より把
握しやすいものとなっている。

センター方式のシートを活用している他、
日々の関わりの中で気づいたことや利用者の
言動、表情などを「介護記録」や「1週のアセ
スメント表」、「利用者様エピソード」に記録し、
週2回のケアポイントミーティングで検討して、
思いや意向の把握に努めている。困難な場
合は家族に話を聞いたり職員間で話し合い、
本人本位に検討している。

入居前の生活歴をセンター方式で御家族様
に協力を得て、記載できる範囲でお願いし、
本人様に今までの生活歴や趣向等をお聞き
する。これまでの受けていたサービスについ
ては、関係担当の方に情報を頂き、入所後
も連携をお願いする関係をもつようにしてい
る。

入院・退所になった利用者も、その後の支援
が落ち着くまでは面会などを通じて、引き続
き関係性を築いている。退所された御家族
に苑の行事案内へのお誘いを含め連絡を
取り、実際に退所されて新たに入所された施
設の許可を得て、御家族と遊びに来て頂い
ている。問い合わせに応じ、気軽に遊びに
来て頂ける様な環境作りに努め、関係が維
持出来るように努めている。又、契約終了後
のお見舞い、「もしもの時」に苑が出来る支
援を家族と共に話し合い体制を整えている。
既に退苑された方のご家族が応援団として、
畑の支援、指導者としてご協力を頂いてい
る。
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グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

26 ○暮らしの現状の把握
一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有する
力等の現状の把握に努めている

27 （12） ○チームでつくる介護計画とモニタリング
本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方
について、本人、家族、必要な関係者と話し合い、
それぞれの意見やアイディアを反映し、現状に即
した介護計画を作成している

28 ○個別の記録と実践への反映
日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工夫を
個別記録に記入し、職員間で情報を共有しながら
実践や介護計画の見直しに活かしている

日々のケアについては共通メモを活用し、状
況・状態の変化などは介護記録・アセスメン
ト表・モニタリング表・カーデックスを利用し職
員間で共有し、必要に応じて介護計画の見
直しを行っている。１日に1つケアプラン項目
に沿って取り組んできｔらことを評価し、見直
しに役立てている。日々の介護記録を後か
ら変化を拾い易くする為に、特変のない方に
も項目を上げて記録するようにしてみた。

毎日の生活状況をフローシートに記入し、誰
でも確認、把握出来るようにしている。日勤
帯から夜勤にその日の動きをしっかり伝え、
記録に残している。特に、心身の変化・有す
る力の変化の様子については、新しく作った
ｱｾｽﾒﾝﾄで記し、内容は詳しく個々の介護記
録に記すようにしている。又、日々の注意す
べきケアポイントなどは、カーデックスに上げ
る。リーダーは、介護業務連絡簿に特記事
項を記入し、共有に努めている。

本人の意向を聞いたうえで、面会時等を利
用して家族の想いの把握、主治医の意見を
参考に管理者・担当職員・計画作成者を中
心に定期又は必要に応じてモニタリング・カ
ンファレンスを行い、介護計画の見直しを
行っている。新たに週1回のケア会議を設
け、状態に変化があれば計画の見直しも
行っている。

計画作成担当者と利用者を担当している職
員を中心に、月1回カンファレンスを開催して
話し合い、サービス担当者会議で主治医の
意見を参考に、本人や家族の意向を反映し
た介護計画を作成している。週2回ケアポイン
トミーティングを行い、介護計画書を基に1ヶ
月に1回ケアを振り返り、3ヶ月に1回モニタリ
ングをして計画の見直しをすると共に、利用
者の状態の変化に合わせて見直し、現状に
即した介護計画を作成している。
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グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

29 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化
本人や家族の状況、その時々に生まれるニーズ
に対応して、既存のサービスに捉われない、柔軟
な支援やサービスの多機能化に取り組んでいる

30 ○地域資源との協働
一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を把握
し、本人が心身の力を発揮しながら安全で豊かな
暮らしを楽しむことができるよう支援している

31 （13） ○かかりつけ医の受診支援
受診は、本人及び家族等の希望を大切にし、納得
が得られたかかりつけ医と事業所の関係を築きな
がら、適切な医療を受けられるように支援している

32 ○看護職との協働
介護職は、日常の関わりの中でとらえた情報や気
づきを、職場内の看護職や訪問看護師等に伝え
て相談し、個々の利用者が適切な受診や看護を
受けられるように支援している

日常より利用者の介護者から見える体調の
変化を見逃さないように様子観察し、利用者
の既往・持病を把握する。また薬の把握がし
やすいように表を作成した。看護師や、かか
りつけ医へ気づきを伝達しやすいように時系
列で体調の変化を伝達出来るように介護的
立場から医療、看護の知識も身に付ける。現
在、常勤の看護師はいないが、訪問看護ス
テーションとの連携も検討中である。

定期的なボランティアの方との大正琴の競
演・所属寺へのお参り、又は当苑に僧侶を
招いての読径やふれあいの日の行事などへ
の参加したり、ご自分の地元地区の運動会
など個々に合わせた支援を大切にしてい
る。

入居される際に、御家族の方が希望される、
かかりつけ医で引き続き受診出来るようにし
ている。基本的には入居前のかかりつけ医と
の連携を基本とし、御家族が受診時の付添
が難しい時は当苑で対応し、御家族付添の
受診時は当苑での生活状況を書面にて医
師に伝える様文面で変化をお伝えしてい
る。また、認知面での低下が著しい場合は、
早い段階で専門医の受診を促し、必ず初回
受診の際は当苑の職員が付き添い、内科医
のみならず認知症の方でも安心した医療が
受けられるようにしている。

本人や家族の希望する医療機関をかかりつ
け医とし、月2回の訪問診療や必要に応じた
検診、往診を受けている（歯科を含む）。他科
は家族の協力を得て受診の支援をしている。
受診時は家族や医療機関に情報を提供し、
結果はカーデックスや介護記録に記録し、電
話や文書、面会時に口頭で家族に伝え、職
員間や家族で情報を共有している。協力医
療機関の24時間オンコール体制があり、休日
や夜間の緊急時にも、適切な医療を受けられ
るように支援している。

入院時には、近くの病院であれば毎日面会
に伺い、顔なじみの関係を保つようにしてい
る。又御家族からの要望があれば、洗濯物
の支援を行っている。遠方より来られた御家
族には居室での宿泊・食事の提供も実施
し、利用者・ご家族が安心して過ごせるよう
にしている。又、お正月の帰省で自宅に御
家族に、日中は自宅、夜間は苑にて過ごさ
れるという対応を行い、安心に繋がった。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

33 ○入退院時の医療機関との協働
利用者が入院した際、安心して治療できるように、
又、できるだけ早期に退院できるように、病院関係
者との情報交換や相談に努めている。あるいは、
そうした場合に備えて病院関係者との関係づくり
を行っている。

34 （14） ○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援
重度化した場合や終末期のあり方について、早い
段階から本人・家族等と話し合いを行い、事業所
でできることを十分に説明しながら方針を共有し、
地域の関係者と共にチームで支援に取り組んで
いる

まず入居時に意向確認書について御家族
に説明し意識づけをしている。急変時や重
度化、終末期に備えて御家族や医師と相談
し、ご本人の想いに沿って、その都度出来る
限りの支援を行う。また、重度化・終末期を
迎えた利用者には、再度ご本人に出来る支
援について御家族と共に、担当医を交えて
どういう支援がいいかを考える。緊急時の対
応等もその時に、意向確認書をもとに明確
にしておく。尊厳のある最後とはさまざまで、
看取りも永遠の課題であるが、今年度、新し
いケースでは、長期入院の為、退苑となられ
た利用者・ご家族の「苑に戻りたい」と願われ
ていた意向を尊重し、本人様が亡くなられた
後、一度苑に戻って来て頂き、一晩苑で過
ごされ、葬儀前に最期をみんなでお見送り
することができた。

入居時に、重度化した場合や終末期に事業
所でできる対応について「意向確認書」に基
づいて家族に説明している。実際に重度化し
た場合は、医療機関や他施設への移設も含
めて、主治医と家族、職員が相談して再度
「意向確認書」で確認し、方針を決めて共有
し、チームで支援に取り組んでいる。

入院時には、医療機関に直前までの生活状
況の情報提供をしている。
入院中は定期的に面会に行き、状態の変化
の把握に努める。また面会時に担当の看護
士、御家族と共にご様子を聞いて状態の把
握に努めている。ご家族の見舞いが難しい
場合は、洗濯物も支援させて頂く。
退院前には、地域連携室密に連絡をとり、退
院時、ご家族とカンファレンスの同席し、入
院前と利用者様の状況が変わっていても、
退院後のケアが円滑にいくよう情報を共有
し、スムーズに退院が出来る支援に努めて
いる。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

35 （15） ○事故防止の取り組みや事故発生時の備え

転倒、誤薬、行方不明等を防ぐため、一人ひとり
の状態に応じた事故防止に取り組むとともに、急
変や事故発生時に備えて、全ての職員は応急手
当や初期対応の訓練を定期的に行い、実践力を
身につけている。

36 （16） ○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず
利用者が避難できる方法を全職員が身につける
とともに、地域との協力体制を築いている

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　
37 （17） ○一人ひとりの人格の尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライバシーを
損ねない言葉かけや対応をしている

年２回避難訓練を行い、消防署・地域の消
防団・区長・職員が参加し協力体制を整えて
いる。職員全員が緊張感を持ち取り組む。火
災時の連絡網には区長や５分以内で可能な
通勤スタッフを登録、協力を得られるようにし
ている。
ハザードマップの把握、自然災害について
の対策訓練が実施できていないので、計画
実施を進めたい。自然災害について対策訓
練がまだ、具体的に実施できていない。

年2回、消防署の協力を得て、昼夜を想定し
た、消火、通報、避難訓練を利用者も参加し
て実施している。地域の区長や消防団員、家
族、地域包括支援センター職員などの参加
があり、運営推進会議で検討して避難場所等
の検討をしている。火災時に5分以内で到着
可能な職員や区長らを登録した緊急連絡網
をつくり、協力を得られるよう取り組んでいる
が、地震や風水害に対する取り組みは十分と
はいえない。

・地域との協力体制を築く取り組みの
継続

人生の先輩として、人格を尊重し、敬い、
個々の価値観を尊重し、特に言葉遣いに十
分配慮し不快になられないような声掛けを行
う。その人らしい生活が日々送れるように支
援している。

外部講師を招いて研修し、理念に基づき、人
格の尊重とプライバシーの確保について話し
合って確認している。利用者を人生の先輩と
して尊敬の念を持ち、一人ひとりの生活歴や
価値観を尊重し、誇りやプライバシーを損ね
ない言葉かけや対応をしている。個人情報保
護の指針に基づいて書類を管理し、守秘義
務を順守している。

事故発生時にはインシデントアクシデント報
告を作成し、全職員に回覧し、再発防止に
取り組んでいる。再発防止を検討したり、内
部研修・外部講師を招いて内部研修では消
防の方を講師に招き、救急法（心肺蘇生・
AED・窒息・止血等）・骨折・火傷を実施し
た。また、インフルエンザ対策では、外部研
修で、医療連携を取っている総合病院の研
修で、感染に対策防止の研修にも参加し
た。

事例が生じた場合は、その場の職員が発生
時の経過や再発防止策などを「インシデント・
アクシデント報告」に記録し、申し送りで報告
して検討し、全職員に回覧して共有してい
る。管理者は職員と再度話し合い、再発防止
に取り組んでいる。消防署の協力を得て救急
法（AED、誤嚥、窒息、骨折、止血、火傷等）
の講習を年3回実施している他、協力医療機
関のインフルエンザ対策研修を受講し、感染
予防研修を行っているが、全職員が応急手
当や初期対応の実践力を身につけるまでに
は至っていない。

・全職員が応急手当や初期対応の実
践力を身につけるための定期的訓練
の充実

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

38 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援
日常生活の中で本人が思いや希望を表したり、自
己決定できるように働きかけている

39 ○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一
人ひとりのペースを大切にし、その日をどのように
過ごしたいか、希望にそって支援している

40 ○身だしなみやおしゃれの支援
その人らしい身だしなみやおしゃれができるように
支援している

散髪に関しては本人の意向を聞いて、行き
つけの店や、近くの美容院に行ってパーマ
をかけたり、苑に来訪される理容師に散髪を
お願いしている。髪染めも希望される方には
苑内でも実施している。服も自分でお店に
行って選び意思表示が難しい方にはその人
らしい雰囲気のある服装を職員が選んでい
る。また、祭り・コンサート・散歩等、それぞれ
の行事に合わせて服を選ぶようにしている。

お茶の時間の10時30分、15時は必ず利用
者と一緒に机でゆっくりお茶をし、同じ目線
になり、個別で話を聴くようにしている。色々
な場面で少しでも自己決定できるように、言
葉を選んで話をしている。耳の遠い方にはメ
モ紙やボードに書いて伝達・本人の意思を
確認している。本人の想いは介護計画や介
護記録・カーデックス等の記録に残し、職員
間で共有している。又、アセスメント表も作成
した日から、スタッフミーティングなどで書き
やすく改善し、「思いの把握」や発言などを
共有しやすくしている。

なるべく、利用者の要望の声に耳が傾けら
れるよう「ちょっと待って下さい」を言わないよ
うに職員相互で気をつけている。また、日々
の入浴や、起床時間、食事も利用者様の
ペースに合わせて対応出来るように心掛け
ている。
最近は夕方の外出にも希望に添えるように
し、コンサート、居酒屋などに行く支援も増え
て来ている。

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

41 （18） ○食事を楽しむことのできる支援
食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの好み
や力を活かしながら、利用者と職員が一緒に準備
や食事、片付けをしている

42 ○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて
確保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に
応じた支援をしている

利用者一人ひとりの体調・体質を把握し、食
事量・塩分量・水分量を調整し、体調に合わ
せて温野菜・お粥・刻み・ミキサー食・トロミな
ど提供する形状を変える。トロミなどは個人
の状態に合わせて度合を変える。特に糖尿
の方の食事療法での改善に力を入れた取り
組みにより、改善がみられた。

日々の食事は利用者の健康・好みを考えな
がら献立を立てている。毎日、下ごしらえか
らご利用者様と一緒に行い、盛り付け・配
膳・片付けまで行なって頂ける支援をしてい
る。三食共に苑にて料理し、料理を作る工程
や、音・匂いを感じ、食への楽しみにつなげ
る。時にはお弁当を持って、外食を楽しむ。
苦手な食材、例えば退院後に食事制限が必
要になる方には苑生活で困らない様に、退
院前に栄養士、看護師より具体的な説明を
して頂き、献立を変更し、調理方法にも柔軟
な対応が出来るようになった。

事業所で収穫した野菜や差し入れの野菜な
どを使い、三食とも事業所で食事づくりをして
いる。職員は利用者の疾病など健康状態と食
事について勉強し、利用者の好みを考慮して
交代で献立を立てている。利用者は食材の
買い物や米とぎ、下ごしらえ、味付け、盛り付
け、配膳、下膳、食器洗いなどできることを職
員と一緒にしている。利用者と職員は同じ
テーブルで同じ食事を会話をしながら楽しん
でいる。季節の行事食（おせち、恵方巻、クリ
スマスなど）、誕生日のケーキや好みのメ
ニュー、月1回の食事レクリエーション（サンド
イッチ、餃子、手毬寿司、サンマの七輪焼き
など）、月1回のおやつづくり（ホットケーキ、ぜ
んざい、シュークリーム、おはぎなど）、運営推
進会議で提供する飴やキャラメルづくり、外食
（バイキング、回転寿司、道の駅など）、漬物
づくり（ラッキョウ漬け、白菜、大根、梅干し）、
梅ジュース、しそジュース、干し柿づくり、家族
の協力を得ての外食など、食事を楽しむこと
ができるよう支援している。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

43 ○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一
人ひとりの口腔状態や本人の力に応じた口腔ケ
アをしている

44 （19） ○排泄の自立支援
排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひとり
の力や排泄のパターン、習慣を活かして、トイレで
の排泄や排泄の自立に向けた支援を行っている

45 ○便秘の予防と対応
便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食物の工
夫や運動への働きかけ等、個々に応じた予防に
取り組んでいる

排泄チェック表を活用し、個人個人の排泄
パターンを把握し、その人に合ったパット類
を検討している。なるべく自立に向けた支援
に繋げるように、定期的にスタッフ間で使用
しているﾊﾟｯﾄの減る量なども報告し合えるよ
うにしている。上手く排泄できない方にはそ
の原因を探り、個々のケースに合わせた声
掛けのアプローチを行っている。声のかけ方
も介助の方法もさり気なく羞恥心や不安を感
じないように配慮している。また、入院により
オムツ使用で苑に戻られた方も、トイレで排
泄出来るように介助することで、気持ち良い
排泄に繋げている。

排泄チェック表を活用して、パターンを把握
し、一人ひとりに合わせた声かけや誘導をし
て、トイレでの排泄や排泄の自立に向けた支
援を行っている。

排便表を作成し、定期的に排便パターンの
見直しを行う。日々の便秘予防対策として、
腹部マッサージ、乳製品摂取、体操、散歩を
取り入れているが、便秘の方はその方に
合った便秘薬を主治医に処方して頂けるよう
に、日頃の排泄パターンをお伝えし、その方
にあった便秘薬を処方して頂けるよう、早め
の対応を試みる。また、その後の排泄の様子
をお伝えし、無理のない排便を促す取り組
みをしている。

毎食後のご利用者様の口腔ケアは欠かさず
行なっている。うがいが困難なご利用者様は
スポンジブラシを使用するなど、その人に
合った口腔ケアを行なう。毎月８の日に歯科
検査を実施。定期的に受診をしていない方
も半年に１回は無料検診を行って頂く。
　個人の口腔内の把握表を作成し、利用者
一人ひとりの歯（義歯）・歯茎の状態を把握
出来る様に記録をまとめた。また、歯科衛生
士・歯科医に来ていただき、歯磨きの指導を
行い、正しい歯磨きの仕方を学び悪化する
ことを防ぐように努め、正確に口腔ケアを行
なった。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

46 （20） ○入浴を楽しむことができる支援
一人ひとりの希望やタイミングに合わせて入浴を
楽しめるように、職員の都合で曜日や時間帯を決
めてしまわずに、個々に応じた入浴の支援をして
いる

47 ○安眠や休息の支援
一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応じ
て、休息したり、安心して気持ちよく眠れるよう支
援している

48 ○服薬支援
一人ひとりが使用している薬の目的や副作用、用
法や用量について理解しており、服薬の支援と症
状の変化の確認に努めている

医師の処方した薬を個人の服薬BOXで管理
し、服薬セットは2人体制で確認を行い、間
違いが起きないようにしている。薬の内容に
ついては、職員個々に名前・効能について
把握するようにしている。新しい薬が処方さ
れたときは24時間連携を結んでいる薬剤師
の方に薬の目的や副作用について質問し、
理解せずまま服薬して頂くようなことはないよ
うにする。また今回、利用者の薬表を作成
し、新人でも把握し易いようにした。本人の
状態変化があった時は、医師やかかりつけ
の薬剤師に相談するようにしている。

個人の入浴の要望を優先させ、マンツーマ
ンでその人の希望するタイミングで入浴を楽
しんでいただけるように支援する。入浴拒否
のあるご利用者様も無理やり入って頂くよう
なことはせず、時間を空けたり、入浴剤を使
用したり、入浴のお誘いとして声を掛ける職
員を変え、気分を変えていただきながら、
「入ろう」と思って頂けるようなアプローチを行
う。

入浴は毎日、10時３０分から11時３０分の間
と、13時３０分から14時３０分の間可能で、利
用者の希望やタイミングに合わせて、週２回
は入浴できるよう支援している。好みの入浴
剤を使って気分転換をしたり、職員との会話
を楽しみながらゆっくり入浴でき、利用者の状
態に合わせて清拭やシャワー浴、足浴、部分
浴の支援をしている。入浴したくない人には
言葉かけを工夫したり、職員を交代する、時
間をずらすなどして、一人ひとりに応じた入浴
の支援をしている。

体調やその日の気分を確認し、体操・散歩
など身体を動かす支援の他に、洗濯たた
み、料理の手伝いなど体を動かして安眠に
つながるように努める。寝られる前の習慣を
大切にし、その方のペースに合わせ支援し
ている。昼食後には体調に合わせて横に
なって頂く時間を設けたり、不眠時には生活
パターンを見直し、リズムを整え傾眠・不安を
軽減し安眠に繋げる

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

49 （21） ○活躍できる場面づくり、楽しみごとの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一
人ひとりの生活歴や力を活かした役割、嗜好品、
楽しみごと、気分転換等の支援をしている

50 （22） ○日常的な外出支援
一人ひとりのその日の希望にそって、戸外に出か
けられるよう支援に努めている。又、普段は行け
ないような場所でも、本人の希望を把握し、家族
や地域の人々と協力しながら出かけられるように
支援している

天気の良い日は外出への声掛けを行い、ご
利用者様のなじみのある場所へドライブに行
く。普段行けない場所（遠方）でも利用者の
希望に応えられるよう調整し、可能な限り出
かけられるよう支援する。御家族に相談し、
協力も頂いている。日頃から、季節を感じて
頂ける場所へのお出かけには気を配ってい
る。今回は、市内外の市民館でのコンサート
にも足を運び、そこで御家族と一緒に鑑賞し
て頂いた。また、ふれ合いの日・古民家みと
うへも足を運び、地元の子供たちやご近所さ
んにもお会いできるコミュニティーもできた。

季節の花見（桜、カキツバタ、紅葉）、梨狩り、
ブドウ狩り、バス旅行（飯塚市の音楽会）、サ
ファリランド、香月泰男美術館、萩市民館（コ
ンサート）、唐戸市場、秋吉芸術村（絵画
展）、県政資料館（オペラコンサート）、下関
ホール（音楽会）、古民家みとう（子供との交
流、体操）、他施設でのそうめん流し、近所の
カラオケ、夜の居酒屋、利用者の所有する山
に神棚の榊を取りに行く、孫の中学校の運動
会を見に行く、妹が出演する舞踊を見に行
く、行きつけの美容院の利用、むかし遊んだ
寺やへのドライブ、外食（バイキング、回転寿
司、道の駅など）、家族の協力を得ての外食、
外泊、墓参り、法事や葬儀への出席、地元の
商店での買い物、銀行、郵便局、道の駅など
への外出、近隣の散歩など、日常的に外出
できるように家族や地域の人と協力しながら
支援している。

日々の時間が意味のあるものになるように、
得意分野を活かして頂く。買い物・料理の手
伝いや畑・生け花・大正琴・塗り絵・歌（カラ
オケ・コンサート）などの趣味活動を通して活
躍できる場面作りを心掛けると共に、今まで
の生活歴の把握や御家族様・関係者からの
聞き取り元に、引き続き出来る力を支援して
いく。例えば、利用者の中に自宅にて榊を栽
培している方がいらっしゃるので、月に２回を
目途に苑の神棚に供える榊を自宅に取りに
帰るなど、自分の役割を持って頂く。

季節の行事（お正月、節分、ひな祭り、端午
の節句、母の日、七夕、夏祭り、敬老会な
ど）、のぞみ苑ありがとう会（クリスマス会）での
演奏、抹茶会、誕生会、ボランティアとの交流
（大正琴、日本舞踊、三味線、銭太鼓、竹太
鼓、腹話術）、ビューティー写真撮影（お化
粧）、月1回の食事レクリエーション、おやつづ
くり、保存食づくり、生け花、新聞や雑誌を読
む、テレビやＤＶＤの視聴、カラオケ、ぬり絵、
貼り絵、習字、トランプ、手づくりカルタ、けん
玉、風船バレー、ラジオ体操、口腔体操、リハ
ビリ体操、歌を歌う、暑中見舞いや年賀状を
書く、調理の準備や片付け、居室の掃除、花
植え、野菜づくり、水やり、草引き、洗濯物干
し、洗濯物たたみ、裁縫、ボタン付け、雑巾づ
くりなど、利用者の生活歴を尊重し、楽しみご
とや活躍できる場面づくりをして、人生の楽し
みをつくることができるように支援している。

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

51 ○お金の所持や使うことの支援
職員は、本人がお金を持つことの大切さを理解し
ており、一人ひとりの希望や力に応じて、お金を所
持したり使えるように支援している

52 ○電話や手紙の支援
家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、手紙
のやり取りができるように支援をしている

53 （23） ○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴
室、トイレ等）が、利用者にとって不快や混乱をま
ねくような刺激（音、光、色、広さ、温度など）がな
いように配慮し、生活感や季節感を採り入れて、
居心地よく過ごせるような工夫をしている

電話したいとの希望があれば、リビングの電
話にて連絡できるように支援している。
暑中見舞いや年賀状など手作りの葉書を
作って御家族や知人に送付。御遠方の御家
族の方とのコミュニケーションが出来るように
支援している。又、携帯電話を持参されてい
る方は、本人の希望でメールにて細目に様
子を知らせたり、電話を掛けたいときに掛け
れる環境づくりをしている。

共用の空間には常に季節の花を飾り目の届
く所に配置し、季節感のある環境作りをして
いる。温度・湿度、照明にも気を配り、居心
地の良い空間づくりに努めている。ソファー
に座ってテレビを観て、その日のニュースや
相撲など共通の話題を話せるなど、落ち着
いた居場所を常に提供させて頂いている。

共用の空間は窓からの光で明るく、広々とし
ている。生花や観葉植物を飾り、食卓の一輪
挿しなど、季節を感じることができる。木の質
感を楽しめる木製のテーブルや安全に配慮
した手すり付きの椅子、ソファーを配置し、く
つろぎながら食事や会話、レクリエーション、
テレビ鑑賞などができる。壁には季節ごとの
大判の貼り絵作品や利用者のぬり絵作品、色
鉛筆画、行事の時の写真などを飾っている。
温度や湿度、換気に配慮して、利用者が居
心地よく過ごせるよう工夫をしている。

基本的に小遣いは事務所で預からせて頂い
ているが、自分で財布を管理することを希望
されている利用者に関しては、管理して頂い
ている。事例として、他利用者の居室に入ら
れる方・物とられ妄想により、お金が紛失した
とおっしゃる方がいらっしゃったこともあり、財
布の中の金額を確認させて頂き、紛失しな
いように職員も一緒に財布の中身・収納場
所を把握している。
自分の財布を持って買い物に行くことをご利
用者様が希望されたときは１対１で買い物支
援を行い、レシートを必ずもらい、使用状況
と残金を把握しておくようにし、協力してい
る。
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グループホーム　のぞみ苑

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

自
己

外
部

項　　目
自己評価 外部評価

実践状況

54 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり
共用空間の中で、独りになれたり、気の合った利
用者同士で思い思いに過ごせるような居場所の
工夫をしている

55 （24） ○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相談
しながら、使い慣れたものや好みのものを活かし
て、本人が居心地よく過ごせるような工夫をしてい
る

56 ○一人ひとりの力を活かした安全な環境づくり
建物内部は一人ひとりの「できること」や「わかるこ
と」を活かして、安全かつできるだけ自立した生活
が送れるように工夫している

テーマとしては「お家」をコンセプトとした施
設を目指している。
「出来る」という能力を低下させないように、
生活リハビリを大切に「自分で行なう」というこ
とを待つ姿勢で支援できるようにしている。
自分の居室の前にはその人らしく、をテーマ
に利用者がおしゃれと、メイクアップした写真
を掲示しており、これを敬老の日に写真は１
年に１回更新し、張り合いを持って頂くように
している。また、介護度に差が出ているのも
現状であり、食事介助が必要な利用者に対
し、介護度の軽い利用者が声掛けをしてくれ
たり、共に支え合える空間が生まれている。

リビングにはこの度リニューアルした手すり付
の椅子と高さを調整可能な机を所々に設置
した。窓辺からも日光浴をしやすくし、より過
ごしやすい空間づくりに努めている。一人で
居たい時、あるいは多勢で共同作業をされ
るときにも対応できる机の配置にし、共用の
空間を提供。常に音楽を季節や場面によっ
て選曲し、リラックスできる空間づくりを欠かさ
ないようにしている。

知人が来たとき一緒に過ごせる居室は、自
宅の延長のようなもので、内装の造作は自由
にして頂いている。居心地良く過ごせるよう
に自宅にある思い出の家具を持ってきて頂
き、安心し居心地の良い空間となるように支
援をしている。又、壁にはボードに思い出を
振り返られるように写真等を飾れるようにして
いる。例えば、新入居者の方で、御家族の
協力により、本人又は御家族との思い出の
品、季節に応じた飾り絵などを取り入れ、模
様替えをしている。

ベット、テレビ、箪笥、衣装掛け、衣装ケース、
テーブル、いす、ＣＤデッキ、電気スタンド、時
計、仏壇、本、雑誌、日用品など、使い慣れ
たものや好みのものを持ち込み、家族や若い
頃の写真、カレンダー、ぬいぐるみ、家族から
贈られたもの、造花、利用者の作品などを
飾って、本人が居心地よく過ごせるよう工夫し
ている。

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



事業所名  グループホームのぞみ苑

作成日：　平成　 30　年　 3 月　30  日

優先
順位

項目
番号

現状における問題点、課題 目標 目標達成に向けた具体的な取り組み内容
目標達成に
要する期間

1 35

○事故防止の取り組みや事故発生時の備え

●応急処置・初期対応能力のバラつき・不安が
ある。
●心肺蘇生（ＡＥＤ）等の研修のみでその他の
研修の反復する時間の確保ができていない。

●全職員の実践力の向上。
●対応能力の維持。
●研修の充実と継続。
●研修時間の確保。

●全職員に事故防止・発生時について不安に
思うことや研修したいことを聞く。
●優先的に研修計画に盛り込む。
●身体拘束・プライバシー・応急処置・虐待の
内容が不十分なので、研修を行う。
●不安・不明な事を無くせるように繰り返し研修
を行い、専門家に聞く機会を設ける。
●特に重要なことは定期的に研修し、対応能
力のレベルアップ・キープを図る。

1年

2 36

○災害対策。

●自然災害の実践訓練が出来ていない。
●全スタッフ連絡網の活用確認が試せていな
い

●火災避難訓練に加え、自然災害（地震・
水害）の避難訓練実施。
●緊急時の連絡網の円滑な活用が実施で
きるようにする。

●自然災害（地震・水害）を想定した訓練の実
施
　リアリティのある物になるように、市町の協力
を得てハザードマップを基に訓練内容を考え、
運営メンバー・家族も含めて実践を試みる。
●各種訓練での協力・地域の見守り・協力体制
を更に強化し維持する。
●その実施を基に危険な所などを再確認。避
難ノートも確認する。災害時の為の防災グッズ
の確認・保管場所・使用方法の把握を徹底す
る。

1年

3 15

○同業者との交流を通じた向上

●他施設との継続的な交流が出来ていない。
●他グループホームの見学を希望するスタッフ
が多いが実現出来ていない。

●他グループホームの見学、職員の相互交
流を深め、レベルアップに繋げる。
●スタッフの他施設の運営推進会議への参
加、ないしは、こちらの会議にも参加が定着
するような関係性を作る。

●他グループホームへ訪問を打診し、相互の
施設見学・交流を広げる、他施設での取り組み
を苑に活かすべきポイントも学ぶ。
●他施設のスタッフ間との意見交換・他施設の
運営推進会議への参加を促せるような交流を
続け、新しく交流を出来る活動もする。

1年

【目標達成計画】　

　２．　　目　標　達　成　計　画



4 13

○就業環境の整備

●昨年より業務見直しを行い、定時退社を目指
すがなかなか定時には帰れない状況。
●職員不足している現状。

●定時退社の定着。
●職員の増員に至る職場環境を構築。
●職員間の報告・連絡・相談の向上と徹底、
交流を持つ時間を取る。

●業務の時間割の見直しは現在改善試行中。
●チームワーク力（スタッフ同士のコミュニケー
ション向上）
●業務などの勤務の組み方なども、他施設の
状況を参考にする。

3ケ月～
1年

5 3

○運営推進会議を活かした取り組み

●運営推進会議を通して、認知症についての
理解を求めていきたい中、近くの交番・警察に
会議の参加を依頼するが、公務としてまだ参加
して頂けない。苑としては、徘徊などの緊急時
に、スムーズな連携ができるように、日常的な
交流がほしいのが現状である。

●運営会議への警察官の出席。
●認知症サポーター研修を苑として実施し、
様々な方々の参加を促す。
●オレンジネットワークへの登録。

●運営推進会議兼認知症サポーター研修を地
域に広く呼びかける。又、認知症サポーター研
修を苑で実施し、苑の活動や、認知症・苑への
理解へ繋げる。
●地域包括支援センター、その他関係機関（警
察・消防等）との更なる連携を引き続き密なも
のにする。
●警察への理解・協力を得て、顔見知りの関係
になる。

6ヶ月

6 28

○個別の記録と実践への反映

●多面的に記録書類の見直し、状態・想いの把
握をしているが統一出来ていないので、共有す
る時間を要す。
●職員の個人の介護記録内容にバラつきがあ
り、着眼点の優先順位が統一出来ていない。

●記録の重要性・必要性を職員が理解し誰
が見ても把握出来る書き方の追及。
●利用者様の状態の変化が拾い易い記録
の様式に工夫をする。

●定期的に記録の書き方を見直し改善し、毎
日の介護記録を見直し、チェックし合える時間
を持つ。
●項目の着眼点についてスタッフ間で声掛け、
記録前に共通理解し、記録するようにしていく。
●受診や入院、緊急時等に状態の変化が拾い
易い様式にし、記録が書きやすい様にする。
●認知面の状態の変化によって利用者様の思
いが変わることを汲み取り、その思いの変化を
職員間で共有・理解をする。

6ヶ月～
1年

注1）項目番号欄には、自己評価項目の番号を記入すること。
注2）項目数が足りない場合は、行を追加すること。


