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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

ⅠⅠⅠⅠ....理念理念理念理念にににに基基基基づくづくづくづく運営運営運営運営
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

4 （3） ○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

5 （4） ○市町村との連携
市町村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

6 （5） ○身体拘束をしないケアの実践
代表者および全ての職員が「介指定基準におけ
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

(別紙の２)

運営推進会議の場を活用しながら、担当者にへ
事業所の実情や情報共有を行っている。

市介護保険課の係に不明なことや取り組みたい
ことなどを電話で尋ねている。介護認定更新の知
らせが2ヶ月前に家族に届き、調査はホームで行
われ、家族、後見人、身元引受人などにより申請
がされている。市から派遣されるあんしん(介護)
相談員も1ヶ月に1度来訪し、利用者と懇談してい
る。

身体拘束に代わる介護方法を模索し、身体拘束
をしないケアに取り組んでいる。

身体拘束廃止委員会が本部にあり年間計画の中
で職員の研修が行なわれている。ホームでは全
体会議で研修を行っている。必要性を感じた場合
には家族から同意書を頂き、経過を観察し、期限
を区切り本部に報告するようになっている。外の
自動販売機でジュースを買う場合も単独行動で
見守りだけにし、玄関の施錠は夜間のみとしてい
る。

地域へ向けて出来ることを同地区のグループ
ホームと取り組んでいく話は出されているが、現
在は取り組めていない。

概ね２ヶ月に一度開催し参加者からの意見や要
望を取り入れ、その結果を次回の会議に報告し
サービスの向上に努めている。

今年度は1月までに4回実施し、5回目を3月に予
定している。家族、区長、民生委員、あんしん(介
護)相談員、市介護保険課職員、地域包括支援セ
ンター職員などが出席し、ホームの運営状況や
時には地域の組費などについても話題になる。来
年度は災害訓練の実施も組み入れ課題について
話し合う方向で検討している。

毎朝運営理念を唱和し、意識づけををしている。
運営理念に基づきながら、入居者様の個々の
ニーズに合わせるよう努めている。

法人の理念を毎朝職員で唱和し、玄関、談話室
などに掲示している。管理者は理念の中でも地域
の人々とのふれあいを大切にすることを重点に
日頃から話している。職員個々に身につけている
三つ折で名刺判にたためるカードに「普通の生活
を当たり前に」の記載でケアの信条等が書かれて
おり、その言葉の意味についても話し合ってい
る。

地域の自治会に加入し、地域の行事に参加した
り、日々の生活の中で入居者様も地域の一員で
あることを意識しながら地域との交流を行なって
いる。

自冶会費を払い地域の清掃にも参加している。
すぐ近くの公会堂で行なわれるお茶のみサロンに
参加したり、公民館主催の文化祭、マジックショー
等を見に出掛けている。散歩中、隣人から声も掛
かり野菜も頂いている。職員も向かいの方やお隣
りと目が合うと挨拶している。幼稚園児、小・中学
生との交流についてもこれから徐々に行いたいと
考えている。

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価
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愛の家グループホーム豊野

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

7 ○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

8 ○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

9 ○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

10 （6） ○運営に関する利用者、家族等意見の反映
利用者や家族等が意見、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

11 （7） ○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

12 ○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

13 ○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

スキルアップの為に資格取得支援制度や、資格
取得後に社内で活かせる環境づくりに努めてい
る。社内研修の取り組みのほか、社外研修を受
ける機会も設けている。

ユニット会議、全体会議、スタッフ個別面談を通
じて意見や提案を取り入れている。

毎月ユニットごとの会議があり、隔月の全体会
議、3ヶ月に1回の担当者会議がある。全体会議
は全体に周知してもらいたいことや新規の利用者
の話などで来年度から月1回を予定している。管
理者との個別面談も簡単なアンケート用紙を作成
して行う予定である。本社でも職員満足度アン
ケートを行っている。

夜間休憩取得時間の把握を始め、勤務状況や
労働時間の把握に努め、実績に反映している。
スタッフの表彰制度などがあり、やりがいに繋が
る環境を整えている。努力や実績を公平に評価
し正社員の登用や資格支援制度等キャリアパス
制度を設けている。

ご理解が得られるよう契約書に沿って説明をし、
同意を得た上で押印をいただいている。
改定時には再度契約の巻き直しを行ったり、覚
書を作成し対応している。

玄関に意見箱を設置している他、フリーダイヤル
での相談窓口を設置している。また、会社として
年に1度ご家族に満足度アンケートを実施し、ご
要望が反映されるよう改善目標の設定を行いそ
れを掲示している。

家族の来訪は週1度の方が多く、小遣い帳にサイ
ンを頂く関係から少なくとも月に1度はホームに来
ていただいている。ユニットごとに顔写真いっぱい
の「便り」を担当者のメッセージつきで一人ひとり
書き、家族の元に送っている。敬老会には家族、
お孫さんなど大勢参加し、家族同士の交流もあ
る。家族アンケートでも満足度90%と高いが、新た
な目標を立て取り組んでいる。

高齢者虐待防止法の資料を職員全員に配布
し、事業所内で研修を行い虐待防止に努めてい
る。

成年後見制度利用している方は居るが、制度が
あるということがスタッフ全員に周知がされてい
ない。全体会議を利用して周知を予定している。

2/8



愛の家グループホーム豊野

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

14 ○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

ⅡⅡⅡⅡ....安心安心安心安心とととと信頼信頼信頼信頼にににに向向向向けたけたけたけた関係関係関係関係づくりとづくりとづくりとづくりと支援支援支援支援
15 ○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

16 ○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

17 ○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

18 ○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

19 ○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

20 （8） ○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

入居者様の状態変化の連絡の他、新たな発見
や達成できたことなどをお便りだけでなく電話で
も報告し、ご家族様と入居者様のより良い関係
が作れるようにしている。また、ご家族にしか出
来ない支援に関しては都度協力を依頼してい
る。

自宅へ仏様のお参りに行ったり、馴染みの美容
室など通い慣れた場所へ行けるように支援して
いる。

家族からの連絡を頂いてから幼馴染みや近所の
方に来訪いただき、居室やリビングなど、その
時々で対応している。知人、友人に電話したり、
年賀状のやり取りもしている。美容院が家族から
の依頼で「昔からのお得意さんだから良いです
よ・・」と送迎もしてくれる。独居から利用に至った
方は家の鍵をホームで保管しているので、職員付
き添いで自宅に出かけ用を済ませている。

必要としている支援を見極める為にも、担当の
ケアマネとの連携を図りながら、他のサービス利
用を含めた対応に努めている。

支援する側される側という意識を持たずに、
日々の生活の中で、お互いが協働しながら生活
を送っている。

事前面談で生活状況の把握の努めている。ま
た、ご本人様が不安に感じていることや困ってい
ることについてホーム内で共有し支援方法を考
えている。

ご家族様のこれまでの介護生活を伺い、ご家族
様のニーズに応えるためにホームとしてどのよう
な支援が出来るかを話しあっている。

市内のグループホーム連絡会に加入し、勉強会
や同業他社との情報を共有を行う事を推奨して
いる。

3/8



愛の家グループホーム豊野

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

21 ○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

22 ○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

ⅢⅢⅢⅢ．．．．そのそのそのその人人人人らしいらしいらしいらしい暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを続続続続けるためのけるためのけるためのけるためのケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント
23 （9） ○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

24 ○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

25 ○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

26 （10） ○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

27 ○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

介護記録、個別ファイルを活用し水分量、食事、
バイタルなど状況を記入し確認できるように努め
ている。状態変化やご本人様の言葉、エピソード
を記録しスタッフ間の情報共有に努めている。

生活リズムを理解すると共に、表情や言動から
心身の状態把握に努めている。出来る事に着目
しスタッフ間での情報共有に努めている。

日々の係わりの中で、思いや意見を聞き反映し
ている。アセスメントを含めスタッフ間で意見交
換やカンファレンスを行なっている。

日頃から利用者や家族の思い、意向を聞き、担
当職員の意見を参考にして、計画作成担当者に
より介護計画が作成され、全職員で把握し実施さ
れている。日々のファイルから日常の様子を知
り、3ヶ月に1度の担当者会議で見直しが行われ
ている。状態が変った時には作り変えている。

日々の係わりの中で把握できるように努め、意
思疎通が困難な方にはご家族様から情報を得
るようにしている。

半数以上の方は思いを表すことが出来る。「冷た
い水を出してくれ・・」との要望に応じ食事時に水
をセットで出したりしている。ホームでの生活が長
い方については生活暦や表情から汲み取ってい
る。男性利用者が多いので男性の意見でまとま
ることが多い。職員と1対1になった時に心を開
き、一言一言ゆっくりと話す方もいる。

ご本人様、ご家族様に話を聞き、生活歴や馴染
みの暮らしを把握できるように努めている。

気の合う入居者様同士で過ごせるように努めて
いる。役割や活動などお互いが気持ちよく行な
えるようにスタッフが間に入り支援している。

契約終了後もこれまでの生活が損なわれないよ
うに生活環境や支援内容などを情報提供し、柔
軟に対応している。
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愛の家グループホーム豊野

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

28 ○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

29 ○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

30 （11） ○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

31 ○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

32 ○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。

33 （12） ○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

34 ○急変や事故発生時の備え
利用者の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、実践力を身に付けている

契約時に重度化したした場合の対応にかかる指
針をご説明し同意をいただいている。また、その
時の事業所での対応力を見極めることを意識し
ている。

「重度化した場合の対応にかかる指針」と「看取り
介護にかかる指針」とを区別して詳細に説明し、
家族から同意書を頂くようになっている。開設して
1年のホームではこれから職員教育を行い、医
師、看護師、職員での話し合いを行い、家族が安
心出来るような支援をしていきたいと前向きに考
えている。

事故発生時及び、急変対応のマニュアルを作成
している。また、避難訓練時に消防署の方から
指導を頂いている。AEDの導入に伴い使用方法
を定期的に学んでいる。

訪問看護師との契約に基づき、健康管理、医療
面での相談や指示を頂いている。また、主治医
との連携を図りながら対応をしている。

入院時にはご本人様の情報提供を行い、ご家族
様と密に連絡を取りながら入院中の状態把握、
実際に病院に赴いてのｊ状況把握、退院前のカ
ンファレンスの実施に努め、退院後の支援に結
び付けている。

包括、近隣住民、自治会からの情報を元に、サ
ロンや入居者様にとって楽しめるようなボラン
ティアの方の受け入れを行い、支援体制を整え
るよう努めている。

ご本人様や、ご家族様が希望するかかりつけ医
となっている。受診や通院はご家族の希望に応
じて対応している。スタッフが付き添いで行く場
合には、ご家族様に受診前、受診後の報告を行
なっている。

利用前からのかかり付け医を継続している方は3
名ほどで、他の利用者は協力医を主治医として
いる。1ヶ月に1度協力病院の2名の医師が往診を
している。歯科医の訪問診療もあり、受診に出掛
ける方もいる。訪問看護師との契約により24時間
365日の対応が可能で、週1回、健康管理のため
来訪している。ＡＥＤも導入し、職員も使用方法を
定期的に学び、近隣にも回覧板で講習会のお知
らせをしている。

ご本人様、ご家族の状況に応じて通院や認定更
新手続きなど必要な支援を柔軟に対応してい
る。
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愛の家グループホーム豊野

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

35 （13） ○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

ⅣⅣⅣⅣ．．．．そのそのそのその人人人人らしいらしいらしいらしい暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを続続続続けるためのけるためのけるためのけるための日日日日々々々々のののの支援支援支援支援　　　　
36 （14） ○一人ひとり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

37 ○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

38 ○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

39 ○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

40 （15） ○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

41 ○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

一日の食事接収量を確認し、栄養バランス、水
分量が取れるように支援している。食事制限が
ある方には物足りなさを感じないように、低カロ
リー食材を使い量を増やすなど工夫して提供し
ている。

個々の生活習慣に合わせ支援している。理美容
院へは入居者様の希望の場所へ行けるように
支援している。また、地域の美容師がホームへ
来て理髪できる体制をとっている。

入居者と一緒に畑で栽培した野菜をメニューに
入れるようにしている。時には、ホットプレートを
活用し皆様の目の前で調理し、召し上がってい
ただいている。ご希望のある入居者様とはご一
緒に調理している。献立の掲示はもちろん食事
メニューの説明なども加え、美味しく召し上がっ
ていただけるようにしている。

献立は本部の管理栄養士により立てられている
が利用者の好みの食べ物もあるので臨機応変に
している。食事の介助を必要とする方、刻み、ミキ
サー、おかゆの方もいる。糖尿病の方の食事量
の物足りなさについては寒天料理で満腹感を味
わっていただいている。女性の利用者は自分の
食事が終わると流し台で食器を洗い、他の利用
者も腕をまくり一緒に洗うおうと席をたつなど元気
な姿を見ることができた。

ご本人様の希望や好きな事が日常的に出来る
ように働きかけている。自己決定が困難な方に
は、表情を読み取ったり、行動パターンを理解し
たり、ご家族様にお聞きしたりして思いの把握に
努めている。

常にご入居者様のペースや体調に合わせなが
ら選択肢があるように支援している。好みの把
握やその時どう過ごしたいか確認しながら支援
している。

毎日防火用自主点検を行い、防火意識を高め、
防火用自主点検シートに記録している。消防署
にもご協力を頂き年2回(日中・夜間想定)の避難
訓練を行なっている。

8月に消防署の指導を受け昼間の訓練を行い、
10月には夜間想定の訓練を事業所独自で行い、
消防署に計画書、実施報告書を提出している。ス
プリンクラー、非常通報装置、誘導灯、消火器が
完備されている。本部がホームごとに項目を追加
し作成した「防火用自主点検シート」があり毎日詳
細に記録している。備蓄も2～3日分ある。

災害時の協力を得られるように9月に行
われる地区の「防災の日」などに参加し、
近隣の方ともふれ合い、万が一の場合に
備えられることを望みたい。

入居者様一人ひとりの気持ちを大切にし、プライ
バシーの確保と個人情報の取り扱いには十分に
配慮している。ご家族には個人情報使用同意書
を頂いています。入居者様への声掛けは常に選
択ができるような声掛けを心掛けている。

利用者とのコミュニケーションの中で苗字や名前
に「さん」づけでお呼びしている。個人情報の取り
扱いについては重要事項説明書にも記載し家族
から同意書も頂いている。職員に利用者の誇りを
損ねるような目に余る言動が合った時はその場
で注意し、詳細は事務所で話すようにしている。
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愛の家グループホーム豊野

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

42 ○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

43 （16） ○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むけた支援を行っている

44 ○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

45 （17） ○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、個々にそった支援をしている

46 ○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

47 ○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

48 ○役割、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

処方箋を個人のファイルに綴りスタッフが把握で
きるようにしている。服薬前には名前、日付を声
に出して確認し、確実に服用して頂けたかの確
認をしている。薬のセットミス防止の為、薬のセッ
ト者を固定している。

入居者様一人ひとりの力を発揮できるように、お
願いできそうな仕事を行っていただき感謝の言
葉を伝えるようにしている。

入居者様に確認し希望の曜日や時間に入って
頂いている。また、入浴の楽しみのひとつとし
て、お好きな入浴剤を選んで頂いている。意思
疎通が困難な入居者様に対しては、生活リズム
に配慮したうえで、入浴時間を決めている。

全介助や見守りなど一人ひとりにあわせ支援し、
シャワー浴で対応している方もいる。見られるの
は嫌だとの利用者もいるのでプライバシーには十
分配慮している。少なくとも週2回を基準としてい
るが、毎日入浴は出来、ゆず湯での対応もした。
利用者の「行きたいね・・」との言葉から、近いうち
に日帰り温泉へ行く計画もある。家族と日帰りで
温泉に出かける方もいる。

状況に応じて日中の活動を促し、生活のリズム
を整えるよう努めている。寝付けないときにはお
茶などを飲みながら会話をしている。

個々の排泄パターンを把握し、自尊心に配慮し
ながら身体機能に応じトイレで排泄ができるよう
に支援している。必要以上の排泄用品の使用が
無いか常に話し合い、状況に合わせて対応をし
ている。

布パンツ使用者は7名で他の方はリハビリパンツ
とパットを利用している。オムツ使用者も昼間はリ
ハビリパンツとパットを使用している。夜勤帯に声
がけし、パット交換、ズボンの上げ下げのお手伝
いをしている。人前での失敗にはさりげなく耳元で
声をかけ、トイレに誘導している。

水分量の確保。軽運動や散歩など個々に応じた
対応を行っている。

入居者様の状態に合わせて、声掛け、支援を
行っている。口腔内に異常があったときには連
携先の歯科医に往診していただけるような体制
を確保している。
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愛の家グループホーム豊野

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

49 （18） ○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

50 ○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

51 ○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

52 （19） ○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

53 ○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

54 （20） ○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

55 ○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」「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

トイレなどに張り紙をして、場所が分かりやすい
ように目印を付けている。また、手すりやスロー
プを取り付け、安全に自立した生活が送れるよう
にしている。

テーブル、ソファーの配置に配慮し落ち着けるス
ペースづくりを工夫している。

入居時には新しい物ではなく、ご本人様が長年
使ってきた馴染みのある物を持って来て頂き、
今までの生活に近い環境で生活して頂けるよう
にしている。

床暖房で快適な居室にはベットとクローゼット、炬
燵がある。座布団も敷かれ炬燵板の上にはあら
れの入った菓子鉢、脇にはテレビがある。利用者
が炬燵にあたり、あられをつまみ、膝枕でテレビ
を見ている、そんな光景が目に浮かぶほっと安ら
ぐ居室づくりがされている。

電話を自由に使用して頂けるようにしている。ハ
ガキや手紙なども書く事が出来る様に支援して
いる。

ホーム内の飾り付けを一緒に考え行って頂き、
自分が住む家だという意識を高めて頂いてい
る。また、入居者様の作品などを展示することに
より、達成感を感じて頂けるようにしている。

居間続きにベランダがある。ベランダからは緩や
かなスロープで自動販売機に通じている。利用者
は好きな飲み物を選び、ベランダのイスでホーム
前道路を往来する車を眺めたり、芽を出した
チューリップなどで春の到来を感じている。居間
は広く、天井まであるチェストには歌集やお内裏
様が飾られている。野球観戦の利用者のために
昼食中もテレビが放映され、職員と応援する姿も
みられた。

習慣や楽しみに合わせ、買い物、外食、季節行
事に外出している。ご本人様にしか分からない
場所などには、ご家族様にもご協力して頂きな
がら外出支援させて頂いている。

天気の良い日には車椅子や自力で職員と散歩に
出かけている。玄関へのアプローチもゆるやかな
スロープに滑り止めがはられている。外出行事で
桜や杏の花見、バラ園の見物などに出掛けてい
る。買い物に職員と個々に出かけ、読みたい本や
たばこを買いに近くの大型店へと出掛けている。

金銭の所持については、ご本人様が安心できる
のであれば小額でも所持金を持って頂けるよう
家族と相談し所持していただき、いつでも使える
ようにしている。
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