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自己評価および外部評価結果 〔セル内の改行は、（Altｷｰ）＋（Enterｷｰ）です。〕

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

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

2ヶ月に1回、奇数月に、家族代表、地区役員、市職
員、地域包括支援センター職員などの参加を得てホー
ムの現況や行事などの報告後、意見や助言をいただ
き運営に活かしている。運営推進会議を通じて清拭用
の布や汚物を片付ける新聞紙などが不足ぎみである
こと伝えたところ、民生児童委員を中心に地区内に働
きかけたり市役所支所へも相談を掛けていただくなど
委員を通じ色々な協力を得られるようになっている。

(別紙の２)

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

理念については、各棟の玄関・事務所に貼
り出しており、毎朝、朝礼時に勤務スタッフ
全員で、音読している。

「『奉仕の精神』を持って利用者を支援する」と「心身の
不安をなくし、利用者の皆さんにとって『安らぎの空間』
を作る」という二つの理念を掲げ、それと連動した「地
域住民との交流を深めて楽しい日々を送る」などの三
項目からなるホームの目標がある。職員は毎月行わ
れる両ユニット合同会議などで振り返りを行い、日々
実践に取り組んでいる。また、契約時に利用者や家族
にも理念について説明しケアに反映している。

区費を納め、地区の便りや重要なお知らせは区の役
員に直接届けていただいている。区からの要請があり
区内の民生児童委員の方を対象にした認知症につい
ての勉強会の講師を務めたこともある。中学生の職場
体験の受け入れを継続的に毎年度実施しており今年
も10名ほどの生徒が利用者とふれあったという。手品
やコーラス、傾聴などのボランティアの来訪も定例化さ
れており、ホームの敬老会には地元神楽保存会の獅
子舞が訪れ利用者も健康を祈り頭を噛んでいただくな
ど楽しい一時を過ごしている。

ホームでの行事（敬老会やクリスマス会等）
の際、地元のボランティアの方々にご参加
いただいたり、地元の中学生・高校生の職
場体験の場として、利用者との交流の機会
を設けている。

重要事項説明書の「身体拘束等について」の項で行動
を制限しないことを掲げ、「緊急やむを得ない場合の
検討」や「家族への説明」、「記録」、「経過観察」、「再
検討」、「解除」などの過程を契約時、家族に説明して
いる。現在、転落・転倒のリスクを回避するためセン
サーで対応することがあるが最小限での対応としてお
り、拘束のないケアに取り組んでいる。職員も十分理
解しており、月1回開いている両ユニット合同会議で倫
理観などを議題として取り上げ注意を喚起している。

市担当部署や支所とも常に連携を取り協力関係を築
いており、依頼のあったあんしん(介護)相談員の研修
受け入れも行った。介護保険認定調査には市の調査
員がホームを訪れ、家族の同席はやや少なくなりつつ
あるが、日頃の様子などを職員から情報提供してい
る。市から派遣されるあんしん(介護)相談員も毎月1回
訪れ、利用者とも馴染みの関係ができ要望等を聴き
入れ報告もしていただいている。

地区の民生委員の方々も認知症の知識を
深めたいとの事で、民生委員の方々への勉
強会を行ったり、ホームへ相談に来られる
方にも認知症の支援方法等についての話
をしている。

２ヶ月に1回運営推進会議を行い、利用者ご
家族様や地域住民の方々の率直な意見や
要望を聞き、これらを参考にし、ホームの
サービス向上へつなげている。

疑問点等があれば、市の担当の方と連絡を
取ったり、運営推進会議の場で聞いたりし、
それを活かしながらホームのサービス向上
に努めており、市のあんしん相談員の研修
の場としての提供を行っている。

グループホームとしての身体拘束について、行
動の拘束・気持ちの拘束などについて施設外の
講習会に参加したり、施設内でも勉強会を行い、
拘束をしないケアの理解を深め、日中帯の玄関
の施錠等を行わないよう取り組んでいる。
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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

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

普段から職員の力量に合わせて指導等を行い、施
設内の勉強会を行いつつ、段階に応じて外部の研
修受講の機会を設けたり、ホームに外部講師を招
いて勉強会を行っている。また、伸び悩んでいる職
員に対しては、個別で面談や指導をする機会を作
り、全職員の介護の質の向上に努めている。

管理者・主任・フロアリーダーを中心に勉強
をしており、他の職員にその勉強した事を伝
え、理解を深めている。

ほぼ三分の一の利用者は自分の要望等を言い表すこ
とができ、難しい方については声がけし表情や仕草か
ら汲み取るようにしている。家族の来訪も多い方で週2
～3回、遠方にいる方は年2～3回と、家族の事情によ
り色々であるが敬老会も含め来訪時には気軽に話が
できるような雰囲気づくりに努めている。職員紹介の
パネルがユニット入口近くに張り出され、職員の異動
も少なく、馴染みの顔がいることで家族も安心して要
望等を話すことができている。また、遠方にいる家族
にもホーム全体の便りに添えて担当職員から利用者
の日頃の様子をコメントとしてお知らせしているので、
家族も安心している。意見や要望等は職員間で共有
し、それに沿えるように現場で検証を重ね家族も職員
も納得の行く方向性を探し出すようにしている。

月1回の両ユニット合同会議前に議題を予め通知し運
営上の課題などを話し合い、解決に向けて全員で取り
組んでいる。問題があれば先ず原因を探ったりデータ
を集め検証し、良いと思う改善策を全職員で検討し、
ホームの運営や日々のケアに反映している。年2回、
所長による職員の個人面談があり、要望や意見など
を直接聞く機会も設けている。

職員一人ひとりと定期的な面談を行い、職員の意見
等を聞く機会を作り、そこからより良い職場環境等
の整備に努めている。後、職員の努力や実績を配
慮し、リーダー・主任といった役職になれる体制を作
り、昇給や資格取得時には資格手当も設け、職員
の努力が反映されるような形式を作っている。

定期的に全職員に対し面談を行い、職員が自分の
意見や要望を言いやすい環境を作るようにし、その
なかで出てきた意見や要望を吸い上げ、反映出来
るよう心がけている。それ以外にも普段からの職員
とのコミュニケーションを密にし、面談以外でも気軽
に意見や要望等を言えるようにしている。

契約時に利用料金等の説明を行い、ご家族の方
の不安や疑問についても話をし、同意・理解をし
ていただき、契約後や改定時にも疑問点などが
出てきた場合もその都度説明等を行い、質問等
の受付も随時行っている。

重要事項説明書にホーム苦情担当・公的苦情場所
を記載し、意見をどう伝える事が出来るかを明確に
し、ホームに意見箱を設置している。あと、意見を伝
えやすい環境と言う部分にも着目し、普段のご家族
の来所時に話を密にし、苦情等があった場合、気軽
に言えるような関係作りを意識して行っている。

ホーム内でどのような状態・変化等あっても
虐待を見過ごす事のないように管理者やス
タッフ間でもチェックをしている。また、スタッ
フに対し、倫理観等についての会議や勉強
会等を行っている。
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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

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

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援
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

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

各種介護サービスの管理者や運営者と研
修会等を通じ、交流を持ち、情報の交換を
し、相互施設への訪問研修等の計画をすす
め、サービスの質の向上に努めている。

本人に寄り添い、出来る限り会話を多くして、本
人の不安の内容の確認を行いつつ、信頼関係を
築けるように努めている。その上で、不安解消に
向けてアプローチをかけ、早期にホームの環境
に慣れていただけるように努めている。

「今」の本人・家族の必要としている支援を
見極め、対応出来るよう色々な方向から模
索し、様々な変化にも対応できるように意識
をしている。

サービスを導入するにあたり、ご家族は様々な思
い（不安や疑問等）を持っており、加えてどのよう
なサービスが行われるのか分からない事が多い
ので、その一つひとつに耳を傾け、安心してサー
ビスを開始出来るよう配慮をしている。

2ヶ月に一度ほど昔からの友人の訪問を受ける利用者
がいる。その利用者と友人も高齢化しつつあり特に利
用者本人の認識力も低下しつつあることからお互いに
もどかしさを感じているのでないかという。馴染みの美
容室へパーマやヘアカラーをかけに家族と出掛け、行
きつけの食事処で食事をしてホームへ戻る利用者もい
る。お盆や正月など親戚一同が会する時に一時帰宅
し、夕食後ホームに戻り、朝早く家族が迎えに来て自
宅で過ごす方もおり、ホームでは家族と連携を取りな
がら出来る限り利用前からの関係の継続を支援して
いる。

相手を尊重する気持ちを常に持ち、会話な
どを多く行い、安心してホームの生活を送る
事が出来るよう、早期に信頼関係を築くよう
にしている。

家族との連絡を出来るだけ取るようにし、本人の
状況を報告し、「今」のご本人の状況をしっかり共
有し、本人にとってより良い生活とは何かを共に
考えながら、離れていても「共に本人を支えてい
る」と言う関係が築けるよう努めている。

友人・知人の方からの電話・訪問等を受け
入れ、馴染みの方々が気楽にホームへ来
れるような環境作りにも配慮し、馴染みの
方々との関係が継続していけるように努め
ている。

利用者一人ひとりの状態を把握し、利用者
同士が、自然な形で関わり合いが出来るよ
うに職員がフォローを入れ、関係の構築・調
整等をしている。
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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

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

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

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
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

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

三分の一の利用者は思いや希望等を表出できる。難
しい方には日々の関わりの中でのつぶやきや表情、
仕草などから感じ取りユニット会議で情報を共有し利
用者の不安の要因等を解消し穏やかに過ごせるよう
に取り組んでいる。新聞の折込チラシを示し自分の希
望を訴えた利用者に合わせ他の利用者も誘い回転寿
司等に出かけたこともあり、また、利用前からの趣味
の楽器演奏やDVDでの時代劇鑑賞を利用者のその日
の状態を見ながら促がすなど、利用者の主体性を引
き出すようにしている。

ホームでは職員が1名から2名の利用者を担当してお
り、担当職員が3ヶ月に1回、「介護計画モニタリング
表」に沿い本人の満足度なども含むモニタリングを行
い、それを基にユニット毎の計画作成担当者を交え、
職員全員で介護計画の検討をしている。家族の要望
や意見も伺い、3ヶ月あるいは6ヶ月に1回見直しをか
け、利用者の状態に変化が生じた時には随時の見直
しを行っている。

医療機関に入院されたり、他施設へ移られた利
用者様やご家族とは、面会させていただいたり、
ご連絡をいただいたりし、お話しをさせていただ
き、相談等があった場合、アドバイスとして話をさ
せていただき、ホームとして出来る限りの援助を
行っている。

自分の意思を思うように伝えられない方も
いらっしゃるので、会話だけでなく、ご利用
者様の表情や行動等も観察し、些細な変化
を見逃さないようにし、そこから本人の思い
を見つけ、反映できるよう努めている。

御家族に本人の生活歴等の話や本人の性
格やくせ等細かな部分をお聞きし、その情
報を職員間で共有し、ホームでの生活（ケ
ア）に活かしている。

日々の過ごし方を観察し、変化等あった際
には記録をし、一人ひとりの傾向をしっかり
とつかみ、現在の状態・状況を把握できるよ
う努めている。

日々の職員間での情報交換やカンファレン
スを通じ、課題やその改善方法等を検討
し、それをご家族様へお伝えし、意見等を聞
き、今の本人に合う介護計画を作成してい
る。

日々のケアの実践経過を記録し、業務内で
の職員間での話や定期的なカンファレンス
を通じ、情報を共有し、改善方法等を模索し
ながら、より良い介護計画となるよう見直し
を行っている。

本人の状態の変化等により、ニーズも変化して
いくので、普段行っている介護に捉われず、多角
的に状況を見る事により、柔軟な対応をしていけ
るよう心がけている。
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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

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

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

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

利用者の変化については、定期的に報告をし、
状態が悪化した場合、家族にホームへ来ていた
だき、「今」の本人の状態を見ていただき、そのう
えで管理者・担当職員・連携医師等とも話し合
い、今後の方向性について、「ご利用者様本人に
とってより良いもの」になるよう相談している。

利用前からの主治医を継続するかホームの協力医に
変更するかは利用契約時に説明をし、本人と家族の
意向に沿うようにしている。協力病院の医師による往
診が月2回あり、毎週、同じ病院の訪問看護も受け入
れ、また、協力病院内の歯科による往診も週1回ある
ことから口腔ケアも含む一連の連携が24時間取れる
ようになっている。定期受診の付き添いは基本的には
家族にお願いしているが、協力病院との連携も日常的
に取れており付き添う機会は少なくなりつつある。

ホームには重度化した場合の指針があり、契約時に
説明している。今までにも家族、医師、職員で話し合い
を持ちながら看取りを行ったことがあり、また、重度化
しぎりぎりまでホームで過ごし病院へ移り最期を迎え
たケースもあり、ホームでは状態に応じ出来る限り本
人と家族の意向に沿えるよう支援している。協力病院
の医師による往診が定期的にあり、訪問看護師も毎
週来訪しているので状態に変化が生じても24時間連
携が取れ安心である。

年2回、通報・防災・避難訓練を行っており、利用者も
参加している。そのうち1回は消防署立会いの下実施
している。夜間、各ユニット毎に夜勤者がおり、マニュ
アルや協力体制も出来ている。また、水・缶詰・介護用
品などの備蓄と反射式石油ストーブも用意されてい
る。自動火災報知機、スプリンクラーなどの防災設備
の点検も定期的に行い、災害時の停電には太陽光発
電も使用することができる。

ホームで協力医療機関としてお願いをして
いる病院はあるが、必ずしもここで言う事は
なく、本人及び家族の意向を大切にし、入
居後も同じかかりつけ医でと言う希望があ
れば継続するようにしている。

定期的に看護師がホームへ来て、入居者
の方々の健康状態を確認し、ホームの職員
とも細かな変化がないか等相談をし、対応
方法等の指示を仰いでいる。

入院時には、情報提供等を行い、入院中は
定期的に病院への訪問や電話連絡等によ
り、本人の状態の確認を行い、病院関係者
との相談や情報交換等を行っている。

緊急連絡網や応急処置のマニュアル等の整備をし、施
設内でも緊急対応についての勉強会も行い、各職員の
実践力の強化を図り、これらが一時的なもので、実践
力が低下しないよう定期的に復習を兼ねての勉強会も
行っている。また、「急変等はいつ起こってもおかしくな
い」と言う意識を常に持つよう指導を行っている。

災害時の対応は避難訓練等を含めて研修
を行い、理解を深め、よりスムーズな避難誘
導が出来るよう指導を行っている。地域との
協力体制については区長等と検討を行って
いる。

地域のボランティアの方々にホームの行事に参
加していただいたり、傾聴ボランティアとしてご利
用者様の話し相手になっていただいたり、地元の
中学生にも職業体験でホームにきてもらったり、
地元のイベントにも参加したりし、協力支援をし
ていただいている。
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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

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　
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

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

重要事項説明書の「当ホームのサービスの特徴」の項
で「人権の尊重」、「利用者本位」、「生き甲斐」などを
大切にケアサービスを提供することが謳われており、
職員が自分本位の倫理観を押し付けることのないよう
会議で注意を喚起し、利用者との信頼関係が早期に
培われるように取り組んでいる。男性職員が職員全体
のほぼ半数を占めているが男女職員お互いの長所を
活かし利用者との信頼関係を日頃から築いており、入
浴介助などでも意向を確認しつつ支援しているので異
性介助での拒否も全くないという。

利用者一人ひとりの性格・特徴をしっかりと
つかみ、利用者の立場にたったケアを心が
け、利用者との関係構築を行っており、職
員に対し「コミュニケーションの重要性」につ
いて指導している。

「ご本人のペース」を大切にし、希望にも添
えるようにするには職員はどう対応をするべ
きなのかをカンファレンス等を行い、出来る
限り反映できるようにしている。

利用者一人ひとりの生活リズムを大切に
し、職員は利用者を中心に考え、希望・要
望等をしっかりと聞き取れるようにし、また、
利用者が希望・要望等を言いやすい環境作
り・関係作りにも意識をしている。

自力で摂取できる利用者が約半数、何らかの介助を
必要とする方が半数ほどとなっている。ミキサー食にト
ロミをつけるなど重度化に伴い食形態への配慮が必
要な方が増えている。職員はさりげなく声掛けしながら
利用者にメニューの説明をし食事の介助をしていた。
献立は職員がローテーションを組み1ヶ月毎に立て、レ
クリェーション係の職員により利用者とのおやつ作りな
ども行われ、誕生日には午後3時のお茶の時間にケー
キが用意されている。利用者が嫌いな料理や制限の
あるものについては代替のものを用意したり、利用者
の希望に沿い外食に出掛けることもある。

身だしなみや毎日の服装にも注意をし、その人ら
しい格好で生活が送れるようにするため、ご家族
とも相談をし、本人に合う洋服を買ってきてもらっ
たり、一緒に買いに行ってもらったりしている。ま
た、利用者の希望に応じて地区の理容師に来て
もらい、カット等を行っている。

ご利用者様と一緒に調理や洗い物など出来る事
を職員と共に行い、「一緒に作業をする事の喜び
や楽しさ」を感じてもらえるよう支援を行ってい
る。
食事のメニューについても利用者の好みや栄養
状態・摂取状態等を踏まえ、少しでも食事量が増
加するようなものを意識している。

食事摂取量については日々確認をし、栄養
状態や嚥下の状況等についても注意を払
い、栄養バランスのチェックやむせなくス
ムーズに食事がとれるよう食事形態の検討
も行っている。

出来る限りご自身の力でやっていただき、うま
く出来ない方には職員が支援している。また、
定期的に歯科Drの往診により、口腔内の状態
の確認をしていただき、利用者1人ひとりに
合ったやり方等の指導を受けている。
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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

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

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

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

誤薬等ないように服薬した事の相互確認をスタッ
フ間で徹底をしている。長期間薬を服用している
と、本人の状態が変化してくる場合があるので、
経過観察をしっかり行い、利用者の状況変化等
をいち早く察知し、必要に応じて医師等へ相談を
行っている。

普段の生活リズムを確認し、その上でどの
ような形で休息や睡眠をとるのが、検討を
し、調整等を行っている。

利用者の性格等を踏まえた上で、日々の生活の
中での役割をもっていただいたり、メリハリのある
生活を行い、ご利用者様一人ひとりの「喜びや張
り合い（やりがい）」を大切にした支援を行ってい
る。

日々の利用者の排便状況をスタッフ全員が把握
し、便秘傾向の方には食事で野菜類を多めに取
り、水分補給もしっかり行い、スムーズな排便が
出来るようにしている。それでも排便のない場合
は医師へ相談し、指示を仰いでいる。

利用者一人ひとりの身体・精神状態に合わ
せた声掛け等をし、入浴の時間やタイミング
の調整をし、安心して気持ちよく入浴しても
らえるようにしている。身体的に重度の方は
特浴での対応をし、湯船に浸れる事を意識
している。

ほぼ三分の一の利用者は自立しており、三分の二の
方が何らかの介助を必要としている。職員は、利用者
個々の排泄パターンを把握しており、様子から感じ取
り声掛けし可能な限りトイレでの排泄を支援している。
利用者一人ひとりに合わせ布パンツに大きさや厚み
の違うパットを使用するなど、データを取り、検証しな
がら職員間で色々と検討し自立に向けた支援をし、介
護用品の負担軽減にも取り組んでいる。居室にポータ
ブルトイレを置く方もいる。

日々の買い物やドライブ等を行い、それ以
外にも散歩へ出かけたりし、体力のない方
はベランダに出て外の風を浴びて気分転換
を行ったりし、各個人に合わせた配慮をして
いる。

高齢化に伴い屋外で自立歩行のできる方が少なくなり
つつあり車椅子を使用する機会が多くなっている。火
曜日を外出日としており、利用者の希望に沿い個々に
必要な物やホームの日用品などの買出しに出掛けて
いる。少人数に分かれ、花見や七夕、菊花展などにも
出掛け外気に触れるように心掛けている。日頃は職員
が行うミニ菜園の草取りなどをホームのベランダから
見たり、ホーム玄関ポーチでテーブルを並べお茶会を
するなど、気分転換を図っている。

本人の状態・状況から排泄の方法について
検討し、出来るだけリハビリパンツ等の使用
をせず、布パンツで、自然な形での排泄が
出来るよう対応をしている。

利用者の身体機能も低下しつつある中、昨年度から
特殊浴槽を設置し、今までシャワー浴とかけ湯などで
しか対応できなかった利用者も湯船に浸ることがで
き、少なくとも週2～3回入浴している。特殊浴槽での入
浴時は一人ずつお湯を入れ替えているが一般浴槽で
は菖蒲や柚子などを入れ季節を感じ、楽しい入浴とな
るよう工夫している。脱衣場は床暖房で浴室内も遠赤
外線のヒーターを使用し適温を保っている。
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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

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

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

各利用者の出来る事・分かる事を理解し、
様子観察を行い、安全と自立のバランスを
保つよう努めている。

ご本人の訴え等により、電話をかけていた
だき、ご家族やご友人等と話をする事で安
心していただいたり、手紙を上手く読めない
方には一緒に読んだり、本人と家族・友人と
の気持ちの繋がりを大切にしている。

共用空間や各個室等の温度を不快のない
よう調整をし、季節にあった飾り等をご利用
者様と一緒に作ったり、飾ったりしながら楽
しんでもらえるようにし、落ち着いた空間を
作るよう工夫をしている。

ご家族の協力・理解をいただいた上で、ある程度
のお金をご自分で持つ事で安心して頂いたり、ス
タッフと共に買い物に行き、自分の買いたい物を
買えるよう支援したりし、「自分の欲しい物を買え
る」事をしっかりと感じてもらえるような取り組み
をしている。

共用空間にご利用者様に合った音楽を流し
たりし、楽しい気持ちになっていただけるよ
う配慮したり、玄関にはベンチを用意し、外
の風を浴びたい方、一人になりたい方等に
も配慮し、活用している。

本人やご家族と相談をして、入居時には日常生
活用品等はなるべくご本人が使われていたもの
をもってきてもらい、居室が本人にとって「馴染み
の空間（自分の場所）」となり、ホームの生活に少
しでも早く溶け込めるような取り組みを行ってい
る。

平屋造りであるので梅、松、両ユニットのリビング兼食
堂は日差しも入り明るく広い。玄関を入ると共に二つ
の食卓テーブルや椅子、ソファーなどが並ぶ広いリビ
ングとなっており、キッチンも対面式で利用者と調理を
する職員が顔を見ながらカウンター越しに話をするこ
とができる。壁にはあんしん(介護)相談員が趣味として
いる信州各地の写真や利用者と職員合作の大きな貼
り絵のカレンダーなども飾られている。昼食後のリビン
グで、リクライニング車椅子やソファーに横になり安心
して午睡する利用者の姿も見られ、居心地の良い環
境が整備されている。

居室入口の表札も職員の手書きで家庭的な雰囲気を
出している。ベットやクローゼット、エアコンが備え付け
られており、利用開始時に個々の慣れ親しんだ家具や
調度品が持ち込まれ、ご主人の遺影や家族の写真な
ども置かれ、整理用の衣装ケース、カラーボックスなど
も利用者の利便性に合わせ配置されている。クロー
ゼットが広いので整理整頓が行き届いており、車椅子
への移乗などにも配慮しベッドの位置もそれぞれの利
用者の状態に合わせ置かれている。夏場、陽射しの
当たる居室の窓の外にはスダレが下げられ、暑さ対策
への工夫も見られる。
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