
グループホームコスモス松川

【事業所概要（事業所記入）】
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(別　紙） 作成日   平成 22年  3月 16日

1  自己評価及び外部評価結果
【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 2092500038 認知症になってから、不安でいっぱいの生活をしてきた入所者の方はもちろん、家族の精神
的支援を行うことで家族間のつながりをとり戻し、最後にお互いが『ありがとう』と言って別れる
ことが出来るような支援をしたいと考えている。
事業所が町の中にあるので、日常的に地域の方とふれ合うことができる条件が整っている。
それを生かし、『社会の一員である』という意識を持ち続けることができるよう、支援していきた
いと考えている。

法人名 医療法人コスモス

事業所名 グループホームコスモス松川

所在地 長野県下伊那郡松川町元大島1629番地の3

自己評価作成日 平成 22年  1月 29日 評価結果市町村受理日 平成 22年  3月 16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）】

基本情報リンク先 http://aaa.nsyakyo.or.jp/kaigosip/infomationPublic.do?JCD=2092500038&SCD=720
町の中央を天竜川が北から南へ流れ、川の東西に段丘が形成されている長野県南部の伊那谷のほぼ中央に位
置し、中央アルプスから流れる片桐松川の川名より「松川」と命名された松川町の商店街に近い住宅地にホーム
がある。開設当初から町内外からの入居者を交え、風光明媚な南信州の地になくてはならない事業所として、間
もなく開設後満5年を迎える。入居者は地域のお年寄りの会や演芸大会、祭等に参加し、ホームで飼っている犬
の散歩や周辺での買い物などで地元の人々とも顔馴染みとなっている。家族等には利用料の支払いの際や面
会時に職員からの働きかけもあり、お互いに情報を交換している。運営推進会議と同日に家族の集まる機会を
設けているので、遠方に住む家族等も駆けつけ、会議後、家族同士で熱心に話し込んでいる。地元の保育園、小
中学校、高校とも交流をしており、特に中・高校生の福祉体験の場として多くの若者を毎年受入れている。職員も
地元出身者が殆どで、町の依頼や各自治会からの要請を受け、勉強会等へホームから派遣され啓蒙活動に携
わっている方もいる。町役場も地域密着型サービスに深い理解を示しており、支援体制も厚い。入居者同士のい
たわり、入居者と職員との和やかな会話、居間・食堂の雰囲気などから落ち着いた生活が送られていることが十
分感じられた。

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

訪問調査日 平成 22年  2月 18日

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

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

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）

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. ほとんど掴んでいない 4. ほとんどできていない

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
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 4. ほとんどない

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

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 2. 少しずつ増えている
3. 利用者の１/３くらいが 3. あまり増えていない
4. ほとんどいない 4. 全くいない

59
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
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. 利用者の１/３くらいが 3. 職員の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどいない

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
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

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３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
4. ほとんどいない 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）

1. ほぼ全ての利用者が

68
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

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
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