
グループホーム星のさと

【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）】
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作成日   平成 26年  1月 14日

訪問調査日 平成 25年 12月 19日

　ホームからの景色は西側に山、東側にリンゴ畑、そして周囲は様々な植物が植えられており、静かなたた
ずまいで四季の変化を感じながら過ごせる環境にある。平屋建てのバリアフリーで、車いすでも十分対応で
きる広さが確保されている。ユニット同士の交流や隣接する老健との交流も多く、開放的な雰囲気で過ごすこ
とができる。同じ法人の南十字脳神経外科には認知症専門医がおり、必要に応じて情報を提供し診療を受
けるなど連携が密である。ホームには看護師も勤務しており、医療面での対応が充実している。ほぼ毎月消
防訓練を行ったり、スタッフミーティングや隣接する老健での研修会・勉強会に参加して、学びの心を大切に
している。「一人一人に一人一人の介護を」の理念のもと、一人一人と向き合い、関わり合い、家族と共に暮
らしている実感が持てる様な支援に取り組んでいる。ホームで飼っている犬も癒しとなっていることが多い。

【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）】
12月のホーム周辺はリンゴの収穫も終わり木には少しの葉を残すだけの光景になっていた。訪問した時間は
ちょうどお茶の時間で利用者と職員が何を飲むか相談したり、リンゴの皮をむいて準備しているところで、中
心になっていたのは利用者であった。その数時間後、昼食の準備に取りかかると利用者が包丁を握り野菜を
刻んだりしてかいがいしく動いていた。家族から利用者も職員も明るいとの言葉が寄せられるほどホーム全
体が笑い声に包まれている。老人保健施設をはじめとした複合施設の敷地内にあることもあらゆる点で心強
い。理念をもとに利用者一人ひとりが笑顔で生活できることを念頭に職員も誠心誠意対応している。毎年敬
老の日には家族が集まりお祝いの会がもたれ、その数日前に利用者が自分のお気に入りの装いで記念写
真を撮っている。リビングに張られたその写真には利用者全員がキラキラと輝いていた。年をとり周りが分か
らなくなっても、また、体の自由が利かなくなっても、利用者一人ひとりの存在感を感じることができるように取
り組んでいる、そんな「星のさと」である。

基本情報リンク先

長野県長野市篠ノ井小松原２３６１番地所在地

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

2070101684

法人名 医療法人　みすゞ会

【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

所在地

事業所名

評価機関名

自己評価作成日

http://www.kaigokensaku.jp/20/index.php?action_kouhyou_detail_2013_022_kihon=true&JigyosyoCd=2070101684-00&PrefCd=20&VersionCd=022

評価結果市町村受理日平成 25年 12月  7日 平成 26年  1月 30日

グループホーム星のさと

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（ 鷹棟 ）

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

4. ほとんどできていない

長野市松岡1丁目35番5号

コスモプランニング有限会社

ⅤⅤⅤⅤ．．．．サービスサービスサービスサービスのののの成果成果成果成果にににに関関関関するするするする項目項目項目項目（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム項目項目項目項目）　　）　　）　　）　　※※※※項目項目項目項目№№№№1111～～～～55555555でででで日頃日頃日頃日頃のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを自己点検自己点検自己点検自己点検したうえでしたうえでしたうえでしたうえで、、、、成果成果成果成果についてについてについてについて自己評価自己評価自己評価自己評価しますしますしますします

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
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ユニット名（ 鶴棟 ）
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3. たまに

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

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. ほとんどない

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

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
3. 利用者の１/３くらいが

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
3. 利用者の１/３くらいが

2. 少しずつ増えている

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. 職員の１/３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

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

3. あまり増えていない
4. ほとんどいない 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：4）

1. 大いに増えている
2. 利用者の２/３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：11,12）

1. ほぼ全ての利用者が

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

4. ほとんどいない

2. 利用者の２/３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

1. ほぼ全ての利用者が

68

(別　紙）

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

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）
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