
グループホームせせらぎの家

【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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令和  3年 10月 22日

【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）】
茅野市国道20号坂室バイパスの西側には閑静な住宅地が広がり、田畑や里山の自然に囲まれた中に木造
2階建で開設18年目を迎えた当ホームがある。利用者の平均年齢は90.8歳、平均介護度は3.32という状況
で、職員は「その人らしく暮らす家」の理念のもと、利用者それぞれの「その人らしさ」を模索しながら支援に
当っている。母体である医療法人や職員のチーム力を発揮して看取りケアに取り組み実績を上げている。昨
年から今年にかけても本人・家族の意向を受けて8名の方を看取り更に体制を整えている。新型コロナの影
響を受けて家族との面会や地域との交流等が自粛されている中、職員は家族とのつながりが継続できるよ
うに心配りを続けている。こまめに写真付きのお便りを家族に送ったり、「こんな時だからご馳走を食べよう」
と行事食や日々の料理に力を入れて利用者も楽しまれている。書面での運営推進会議開催となっているが
メンバーからの意見を文書で頂き、その内容を返すという流れができて支援に活かすことができている。職
員の定着率もよく、15年以上勤務している方が数名おられチームワーク良く丁寧に利用者に寄り添い、利用
者も穏やかな表情で過ごされており温かさが感じられるホームである。

基本情報リンク先 http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/20/index.php?action_kouhyou_detail_022_kani=true&JigyosyoCd=2071400366-00&ServiceCd=320&Type=search

評価機関名 コスモプランニング有限会社

所在地 長野市松岡1丁目35番5号
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Ⅴ．サービスの成果に関する項目（アウトカム項目）　　※項目№1～55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
　　↓該当する項目に○印
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事業所名

自己評価作成日 評価結果市町村受理日令和  3年 10月 12日 令和  3年 12月  8日

グループホームせせらぎの家

1  自己評価及び外部評価結果

2071400366

法人名 医療法人矢嶋内科医院

【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   令和 3年 11月 18日

　四季を感じられる景観。入居者と共に畑での野菜作りを楽しみながら家庭的雰囲気の中、ご家
族との信頼関係を大切にしその人らしく暮らせるよう、看取りまで視野に入れた支援を行ってい
る。入居から最期の時までご家族と一緒に支援することが出来るよう日頃より関係を密にし繋が
りを大切にしている。

訪問調査日

長野県茅野市宮川6327番地1所在地
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