
作成日

【評価実施概要】 【外部評価で確認されたこの事業所の特徴】

（電　話）

【重点項目への取り組み状況】

【情報提供票より】（　19　年　3　月　4　日事業所記入）

1 ユニット 人

9 人

（２）建物概要

5 階建ての 2 階　～ 階部分

（３）利用料金等(介護保険自己負担分を除く）

円 円

朝食 円 昼食 円

夕食 円 おやつ 円

（４）利用者の概要（　4　月　6　日現在）

9 名 男性 6 名 女性 3 名

名 名

名 名

名 名

年齢 平均 86 歳 最低 83 歳 最高 93 歳

（５）協力医療機関

社団法人広島県シルバーサービス振興会

重
点
項
目
④

日常生活における地域との連携（関連項目：外部3）
町内会などの交流・連携を基本として捕らえている。運営推進会議への地域の人々の
積極的な参加や、日常の散歩、ホーム行事への招待などを通じて俗に言う親しい近所
付合いができていた。

運営推進会議の主な討議内容及びそれを活かした取り組み（関連項目：外部4，5，6）

地域の人々への参加は積極的に呼びかけられ、ホームの理解も進めている。
議事録等も細かに記録整理され、中身のある推進会議として開かれていると
感じた。

重
点
項
目
③

家族の意見、苦情、不安への対応方法・運営への反映（関連項目：外部7，8）

頻繁に家族は訪れており、その都度情報の交換を行い、また意見等を聞き取りながら
これらををケアに活かしている。

重
点
項
目
②

有／無

要支援２

　  有（　　　　　　　　　　円）　　　　　　　　　　無

 有（　　　　　　　　　　円）

　　無

　有りの場合

　償却の有無

要介護４

利用定員数計　　　　 　  　9

   食材料費

家賃（平均月額） 　　　

   保証金の有無

(入居一時金含む)

または１日当たり　　　　　1000　　　　　　　　　円

鉄筋コンクリート       　　　　造り 　

協力医療機関名

要介護５

高杉外科医院　河村歯科医院

利用者人数

1

1

要介護２

要介護３

4

3

［認知症対応型共同生活介護用］

平成　19　年 4　月　6 日

3470103106

2007年4月6日

広島県シルバーサービス振興会

その他の経費（月額）

事業所番号

事業所名

所在地

    敷　　　　金

訪問調査日

ユニット数

建物構造

重
点
項
目
①

前回評価での主な改善課題とその後の取り組み、改善状況（関連項目：外部4）

前回評価での改善課題はなかった。

今回の自己評価に対する取り組み状況（関連項目：外部4）

物事すべてきめ細かく積極的で、詳細に渡り実施されている。

つる・かめ共和国株式会社

　　　　つる・かめ共和国　大正橋

法人名

（１）組織概要

所在地 　　　　広島市南区皆実町一丁目6-29

開設から６年目を迎え、ホーム独自の運営ノウハウを蓄積している。都市型のマン
ションを改造し、共有部分はやや狭いと感じたが、これらは、入所者がより身近に
接することができることの一つとして、一人ひとりが相互に支えあうシーンが多く見
られた。
地域との連携も積極的に行われ、町内の住民の訪問や近隣の商店での買い物な
ど普段の生活を想像させる運営がなされている。
男性入所者が６名で男女比率としては珍しく、反面少数派女性をいたわる光景も
実にほほえましく、入所者同士のコミュニケーションが良好であることの証であると
思われる。

１．　調 査 報 告 概 要 表

要介護１

開設年月日

職員数

平成　　14　　　年　　　11　月　　　1　　日

常勤     8   人,  非常勤     1   人,  常勤換算   8     人

評価機関名

　　　　広島市南区西蟹屋1-1-29

082-567-6851



２．　調　査　報　告　書

　（   　 　　部分は重点項目です　）

外部 自己 項　　目
取り組みの事実

（実施している内容・実施していない内容）
(○印）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

Ⅰ．理念に基づく運営

　　１．理念と共有

○地域密着型サービスとしての理念

地域の中でその人らしく暮らし続けることを支えて
いくサービスとして、事業所独自の理念をつくりあ
げている

○理念の共有と日々の取り組み

管理者と職員は、理念を共有し、理念の実践に
向けて日々取り組んでいる

○地域とのつきあい

事業所は孤立することなく地域の一員として、自
治会、老人会、行事等、地域活動に参加し、地
元の人々と交流することに努めている

○評価の意義の理解と活用

運営者、管理者、職員は、自己評価及び外部評
価を実施する意義を理解し、評価を活かして具体
的な改善に取り組んでいる

○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

３．理念を実践するための制度の理解と活用

1

ホームの理念「生涯現役で地域と共に」がスローガンの
基に、開設以来これらは実行されしっかりと根付き、地
域に愛されるグループホームとしてその存在は確かな
ものである。お一人お一人の「できること」の発見は職
員共通の課題として取り組んでいる。

85

中身のある「会議」の開催を志向するため、実に細やか
な記入の議事録の作成に努めている。
会議からの提言等、できる事項から優先して取り組み、
近隣の幼稚園児の訪問、災害時などでの「ご近所の
力」が借りられる状況を作り出している。

2

２．地域との支えあい

74

ホームに関わる全員が意義を深く理解し日々の業務に
活かしている。
他の関連施設とも「自己評価の在り方」を含め絶えず情
報交換や相互訪問を行いながら、これらを通じてよりよ
いケアの実現を目指している。

53

ホーム便りは、近隣の町内会で回覧板として回してもら
うなどして、地域と密接に関わり溶け込んでいる。
町内のたまり場的喫茶店へも散歩がてら出かけたりし、
普段着的なの近所づきあいをとおして交流は一段と深
まっているようだ。

1

2

定例月一回の全体会議でその度に理念を確認しなが
ら共有を深めている。
日常の連絡報告記録も細かく記入されており、職員間
の情報の共有も的確に実行共有化されている。

取り組みを期待したい項目

1 社団法人広島県シルバーサービス振興会



外部 自己 項　　目
取り組みの事実

（実施している内容・実施していない内容）
(○印）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

○市町村との連携

事業所は、市町村担当者と運営推進会議以外に
も行き来する機会をつくり、市町村とともにサービ
スの質の向上に取り組んでいる

○家族等への報告

事業所での利用者の暮らしぶりや健康状態、金
銭管理、職員の異動等について、家族等に定期
的及び個々にあわせた報告をしている

○運営に関する家族等意見の反映

家族等が意見、不満、苦情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

○職員の異動等による影響への配慮

運営者は、利用者が馴染みの管理者や職員によ
る支援を受けられるように、異動や離職を必要最
小限に抑える努力をし、代わる場合は、利用者へ
のダメージを防ぐ配慮をしている

○職員を育てる取り組み

運営者は、管理者や職員を段階に応じて育成す
るための計画をたて、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

○同業者との交流を通じた向上

運営者は、管理者や職員が地域の同業者と交流
する機会を持ち、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

４．理念を実践するための体制

2011

以前他施設と短期ではあるが職員の交流勤務実施し
た。
シフト編成、通勤時間などに課題が出たとのこと。今後
もそれらを克服し継続していただきたい。

ゆとりのある職員の確保はなかなか困難な時代に至って
いるが、これらを解消するための一手段としては自らの育
成に努めることも考えられる。

18

５．人材の育成と支援

10

ミーティングや日頃の業務とおして指導に当たってい
る。

9

職員の質の確保・向上に向けた育成等について、体制
の構築向けて対応している。

19

○

15

14

8

不満、意見、苦情にはどの職員でも対応でき、気軽に
言える雰囲気をつくりだしている。また、それらの記録
は全員が共有している。

7

交通の利便がいい立地でもあり、家族の訪問は頻繁で
ある。
その機会には必ず現況を報告し相談に応じ、これらを
介護計画作成に取り入れる仕組みとなっている。
推進会議がはじまってからはその記録の概要を全家族
に送付等を行い、情報の共有に取り組んでいる。

96

運営推進会議開催報告以外に、直面している運営や
サービスの課題解決に向けて協議などし、共に取り組
んでいく関係作りを検討して欲しい。 ○

行政との取り組み、在り方をもって具体的に身近な事から
検討されることが必要ではなかろうか。

2 社団法人広島県シルバーサービス振興会



外部 自己 項　　目
取り組みの事実

（実施している内容・実施していない内容）
(○印）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

○馴染みながらのサービス利用

本人が安心し、納得した上でサービスを利用する
ために、サービスをいきなり開始するのではなく、
職員や他の利用者、場の雰囲気に徐々に馴染め
るよう家族等と相談しながら工夫している

○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、
一緒に過ごしながら喜怒哀楽を共にし、本人から
学んだり、支えあう関係を築いている

○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

○チームでつくる利用者本位の介護計画

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た介護計画
を作成している

○現状に即した介護計画の見直し

介護計画の期間に応じて見直しを行うとともに、
見直し以前に対応できない変化が生じた場合は、
本人、家族、必要な関係者と話し合い、現状に即
した新たな計画を作成している

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援

１．相談から利用に至るまでの関係づくりとその対応

２．新たな関係づくりとこれまでの関係継続への支援

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

１．一人ひとりの把握

２．本人がより良く暮らし続けるための介護計画の作成と見直し

3615

普通の生活の実現のため「要望」や「新しい発見」など
家族と共に検討しながら､介護計画作成はもとより日々
のケアの現場に取り入れる姿勢が見られた。

3314

「入所者は人生の大先輩である」との概念が職員には
徹底されており、その対応が随所見られた。
入所者の実に穏やかな表情はその成果である。

2612

事前面談、体験入所、家族からの徹底した生活暦の聞
き取りを実施。詳細な記録により馴染みの関係をつくり
だしている。

3716

ケアプランは個々の状況によって明細に記入され、ま
た必要に応じて見直されている。このことにより、家族の
参加で随所にその意見が反映されている。

2713

理念である「生涯現役」が活かされ、お一人お一人の
「出来る事の発見」を家族と共に職員全員で取り組んで
いる。

3 社団法人広島県シルバーサービス振興会



外部 自己 項　　目
取り組みの事実

（実施している内容・実施していない内容）
(○印）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

○事業所の多機能性を活かした支援

本人や家族の状況、その時々の要望に応じて、
事業所の多機能性を活かした柔軟な支援をして
いる

○かかりつけ医の受診支援

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

○重度化や終末期に向けた方針の共有

重度化した場合や終末期のあり方について、でき
るだけ早い段階から本人や家族等ならびにかかり
つけ医等と繰り返し話し合い、全員で方針を共有
している

○プライバシーの確保の徹底

一人ひとりの誇りやプライバシーを損ねるような言
葉かけや対応、記録等の個人情報の取り扱いをし
ていない

○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

３．多機能性を活かした柔軟な支援

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　

４．本人がより良く暮らし続けるための地域資源との協働

4719

まずは家族への了解、理解を取り付けた上で、かかり
つけ医師、職員全員が情報・状況を的確に把握できる
体制にある。

5020

１．その人らしい暮らしの支援

（１）一人ひとりの尊重

4318

かかりつけ医師は24時間体制の対応で、急変等以外
でも要請すれば何時でも駆けつけてもらえることとなっ
ている。

3917

併設している一階部分に、定員１５名の小規模なデイ
サービスを運営している。
日頃は、個々の状態をよくチェックした上で散歩代わり
に1階部分との交流をおこなっている。

5221

ホームの基本的生活のリズムに馴染んでもらいながら、
個々への対応として、散歩、買い物、整髪、その他の外
出など要望には可能な限り沿う体制をとっている。

ここでも「入所者は人生の大先輩である」の概念が徹底
され声かけを見ても、その実践と対応が見られた。

4 社団法人広島県シルバーサービス振興会



外部 自己 項　　目
取り組みの事実

（実施している内容・実施していない内容）
(○印）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

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

○入浴を楽しむことができる支援

曜日や時間帯を職員の都合で決めてしまわず
に、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支援している

○役割、楽しみごと、気晴らしの支援

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、楽しみご
と、気晴らしの支援をしている

○日常的な外出支援

事業所の中だけで過ごさずに、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
している

○鍵をかけないケアの実践

運営者及び全ての職員が、居室や日中玄関に鍵
をかけることの弊害を理解しており、鍵をかけない
ケアに取り組んでいる

○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身につけ、日ごろより
地域の人々の協力を得られるよう働きかけている

（２）その人らしい暮らしを続けるための基本的な生活の支援

（３）その人らしい暮らしを続けるための社会的な生活の支援

24

入所者の詳細な生活歴の把握し、それぞれに応じて変
化する精神的、肉体的レベルを観察しながら「できるこ
と」を見出し園芸、買い物、等等様々な対応がなされて
いる。

5723

個々の希望時間に調整し、週三回は入浴として実施さ
れている。

59

6626

居室には鍵もなく、またホーム玄関には状況により施錠
している。

年二回地区の消防署と共に避難訓練を行い、同じ建
物内に居住する住人、近隣にも参加を呼びかけ支援の
理解を得ている。

7127

25

日々の状況を把握した上で、バランスよく外出を実行し
ている。

（４）安心と安全を支える支援

61

5422

仕入れから調理に至るまで、すべてがホームで作られ
る。入居者と共に昼食をしたところが味付け、見栄えと
もに好評で、飾りのない家庭料理の味であった。

5 社団法人広島県シルバーサービス振興会



外部 自己 項　　目
取り組みの事実

（実施している内容・実施していない内容）
(○印）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

○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

○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）は、利用者にとって不快な音や光が
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

○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

8129

8330

それぞれがお気に入りの物品が、自由に持ち込まれ配
置されている。
一人ひとりの個性、お人柄を推測し、ご自身の部屋と感
じておられるような感じがした。

77

入所してからの日々の記録を活かしながら個々への対
応で支援が実施されている。

（１）居心地のよい環境づくり

２．その人らしい暮らしを支える生活環境づくり

28

普通の家庭の雰囲気が演出されている。飾り立てること
もなくごく普通の自然の中に季節感も配慮され、９人全
員の自分の家としての体制になっている。

（５）その人らしい暮らしを続けるための健康面の支援

6 社団法人広島県シルバーサービス振興会
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

Ⅰ 理念に基づく運営    

１ 理念の共有 

1 

 

 

 

 

○地域密着型サービスとしての理念 

 地域の中でその人らしく暮らし続けることを支えていくサービ

スとして，事業所独自の理念をつくりあげている。 

 

 

地域の中で役割を持って頂くことが、当ホーム 

の理念である「生涯現役」を目指すことに繋が

ると考えております。 

 

 

 

   ○ 

 

 

 

 

 

2 ○理念の共有と日々の取り組み 
 管理者と職員は，理念を共有し，理念の実践に向けて日々取り

組んでいる。 

 

 

月に一度、ミーティングを行い理念の再確認を

しています。各利用者のどんなに小さくても「出

来る事」や「やりたい事」を見つけ出して、活

躍の場を作る努力をしています。 

 

 

   ○ 

 

食事作りの下ごしらえ、洗濯物のたたみ、

観葉植物の管理、等 試行錯誤を繰り返し 

柔軟な対応に取り組んでおります。 

 

3 ○ 家族や地域への理念の浸透 
事業所は，利用者が地域の中で暮らし続けることを大切にした

理念を，家族や地域の人々に理解してもらえるよう取り組んで

いる。 

 

ご家族へのご理解は、家族会や運営推進会議な

どでご理解頂けるよう話し合いをしています。 

 

 

   ○ 

 

町内会や近所の保育園児との交流会など、

出来る事から取り組んでいます。 

２ 地域との支えあい 

4 ○隣近所とのつきあい 
  管理者や職員は，隣近所の人と気軽に声をかけ合ったり，気軽

に立ち寄ってもらえるような日常的なつきあいができるように努

めている。 

 

 

散歩の時に近所の方によく声を掛けています。 

 

 

 

   ○ 

 

 

町内会の方々が集まる近所の喫茶店へ立ち

寄りコミュニケーションを図っています。 

5 ○地域とのつきあい 
 事業所は孤立することなく地域の一員として，自治会，老人会，

行事等，地域活動に参加し，地元の人々と交流することに努めて

いる。 

 

 

町内会行事に参加（運動会や新年会、お祭り）

などで、積極的に馴染みの関係作りに努力して

います。 

 

 

 

 

   ○ 
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

6 ○事業所の力を活かした地域貢献 
 利用者への支援を基盤に，事業所や職員の状況や力に応じて，

地域の高齢者等の暮らしに役立つことがないか話し合い，取り組

んでいる。 

 

 

地域の独居の高齢者の安否確認を職員交代で電

話や訪問声賭けを行っています。 

 

 

   ○ 

 

 

土日、盆休みや正月休み等の安否確認を行

っています。 

 

３ 理念を実践するための制度の理解と活用 

7 ○評価の意義の理解と活用 
  運営者，管理者，職員は，自己評価及び外部評価を実施する意

義を理解し，評価を活かして具体的な改善に取り組んでいる。 

 

 

   

8 ○ 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。 

 

 

ご家族や民生委員の方々より色々な提案を頂い

ております。その内容をミーティングで話し合

い出来る事から取り掛かっています。 

 

  

9 ○ 市町との連携 
 事業所は，市町担当者と運営推進会議以外にも行き来する機会

をつくり，市町とともにサービスの質の向上に取り組んでいる。 

 

 

運営推進会議開催報告以外には行き来の機会は

現在ありません。 

  

10 ○ 権利擁護に関する制度の理解と活用 
管理者や職員は，地域権利擁護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，必要な人には

それらを活用できるよう支援している。 

 

 

今まで成年後見制度が必要になった利用者は居

られません。 

社会福祉協議会の「かけはし」等があることは

理解しています。 

  

11 ○ 虐待の防止の徹底 
管理者や職員は，高齢者虐待防止法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。 

 

職員間で「虐待はしない」と徹底できている。

ミーティングなどで虐待に繋がる問題点や困っ

ている事、悩み等をオープンに話し、解決、防

止に努めています。 
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

４ 理念を実践するための体制 

12 ○契約に関する説明と納得 
  契約を結んだり解約する際は，利用者や家族等の不安，疑問点

を尋ね，十分な説明を行い理解・納得を図っている。 

 

 

介護計画書作成し、同意のサインと印を頂く際

に、ご意見を頂けるように、記入欄を設けてい

ます。 

 

 

   ○ 

 

ご家族の面会時には、少しお話する時間を

頂きご要望やご家族の思いを聞かせていた

だいて話合うことにしています。 

13 ○運営に関する利用者意見の反映 
 利用者が意見，不満，苦情を管理者や職員ならびに外部者へ表

せる機会を設け，それらの運営に反映させている。 

 

 

利用者より、苦情、不満等あればミーティング

で話し合い前向きに解決していきます。 

 

 

   ○ 

 

運営推進会議で利用者の不満から、どのよ

うに話し合い解決し納得して頂けたかのお

話をしております。 

14 ○家族等への報告 
 事業所での利用者の暮らしぶりや健康状態，金銭管理，職員の

異動等について，家族等に定期的及び個々にあわせた報告をして

いる。 

 

健康状態や金銭管理については随時電話連絡な

どで報告、相談しています。 

日頃のご様子も面会時にお話したり、つる・か

め便りなどでお知らせしております。 

 

 

   ○ 

 

書類を郵送する時に、利用者の近況をケア

マネが書いたものを同封しています。 

15 ○運営に関する家族等意見の反映 
  家族等が意見，不満，苦情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。 

 

 

ご家族から運営に関する苦情は今現在ありませ

んが、気軽にご家族が職員に意見が出して頂け

るように努力しています。 

 

 

   ○ 

 

ご家族より運営推進会議についてアドバイ

ス頂きまして、会議出席者の方々に会議の

議事録用紙を作りお渡しするように改善致

しました。 

16 ○ 運営に関する職員意見の反映 
運営者や管理者は，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。 

 

 

月１度のミーティング以外にも、日々のコミュ

ニケーションの上で聞く機会を持つようにして

います。 

 

 

   ○ 

 

職員からのアイデアはホーム運営に対して

の前向きな姿勢であるから大切にしたいで

す。 

17 ○ 柔軟な対応に向けた勤務調整 
利用者や家族の状況の変化，要望に柔軟な対応ができるよう， 

必要な時間帯に職員を確保するための話し合いや勤務の調整に努

めている。 

 

今の人員配置で、シフトを回すのが精一杯の状

態です。 

 

 

   

 

花見や家族会等の行事で人手が要るときは

職員によるボランティアで賄っています。 
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

18 ○ 職員の異動等による影響への配慮 
運営者は，利用者が馴染みの管理者や職員による支援を受けら

れるように，異動や離職を必要最小限に抑える努力をし，代わ

る場合は，利用者へのダメージを防ぐ配慮をしている。 

 

   

５ 人材の育成と支援 

19 ○職員を育てる取り組み 
  運営者は，管理者や職員を段階に応じて育成するための計画を

たて，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

ニングしてくことを進めている。 

 

  

 

 

 

 

20 ○同業者との交流を通じた向上 
 運営者は，管理者や職員が地域の同業者と交流する機会を持ち，

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。 

 

ぼちぼちいこうネットに入っている。  

 

   ○ 

 

他事業所の見学訪問をさせていただきグル

ープホームだからこそ出来るケアーについ

て話し合う機会がありました。これからも 

こういった機会を増やしたい。 

21 ○職員のストレス軽減に向けた取り組み 
 運営者は，管理者や職員のストレスを軽減するための工夫や環

境づくりに取り組んでいる。 

 

 

職員間が柔らかい雰囲気で居られるように、話

し方、声のトーン等の気配りをしている。（職員

間の人間関係も利用者にも伝わる為） 

 

 

 

 

ストレス軽減に繋がっているかは、個々の

感じ方次第ではあるが、施設長の助言で 

「感謝の気持ちを持つことが大切」との 

心持ちで取り組んでいます。 

22 ○向上心を持って働き続けるための取り組み 
  運営者は管理者や職員個々の努力や実績，勤務状況を把握し，

各自が向上心を持って働けるように努めている。 

 

 

   

Ⅱ 安心と信頼に向けた関係づくりと支援    

１ 相談から利用に至るまでの関係づくりとその対応 

23 ○初期に築く本人との信頼関係 
 相談から利用に至るまでに本人が困っていること，不安なこと，

求めていること等を本人自身からよく聴く機会をつくり，受けと

める努力をしている。 

 

入居契約までにご本人の意向を聞きながら、体

験入居をして頂き、ゆっくりお話を聞くように

しています。 

 

 

   ○ 

 

今までの生活スタイルや心配事、嗜好や嫌

な事、好きな事等をお話から聞き出して安

心して話していただけるように努力してい

ます。 
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

24 ○初期に築く家族との信頼関係 
 相談から利用に至るまでに家族等が困っていること，不安なこ

と，求めていること等をよく聴く機会をつくり，受け止める努力

をしている。 

 

実施しています。ご家族の悩みや困っている事

をしっかり聞いています。 

 

 

   ○ 

 

訪問、面会に来られた時にご家族の思いを

職員皆、よく聞かせて頂いております。 

ホームでのケアーの参考になることもあり

ます。 

25 ○初期対応の見極めと支援 
  相談を受けた時に，本人と家族が「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。 

 

 

   

26 ○ 馴染みながらのサービス利用 
本人が安心し，納得した上でサービスを利用するために，サー 

ビスをいきなり開始するのではなく，職員や他の利用者，場の雰

囲気に除々に馴染めるよう家族等と相談しながら工夫している。 

 

しています。 

少しずつ慣れていただけるように、お茶を一緒

にしていただいたり、他利用者とご本人の共通

な話題を探しをしてます。 

 

 

   ○ 

 

２ 新たな関係づくりとこれまでの関係継続への支援 

27 ○本人を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，一緒に過ごし

ながら喜怒哀楽を共にし，本人から学んだり，支えあう関係を築

いている 

 

職員は人生の先輩である利用者から、様々な知

恵を教えて頂いています。 

 

 

   ○ 

利用者と職員の関係を、おじい様やおばあ

様、お父様、お母様と孫や娘、息子の位置

関係を築くように努力してます。 

共に共感し合い生活していきたいです。 

28 ○ 本人と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，喜怒哀楽を共

にし，一緒に本人を支えていく関係を築いている。 

 

 

ご家族とも支えあう関係作りに努力していま

す。 

 

 

   ○ 

 

ご家族の方が来られた時に職員と一緒に食

器を洗って下さったり、ホームの中が大き

な１家族の様に温かい雰囲気作りをお手伝

いしてくださいます。 

29 ○本人を家族のよりよい関係に向けた支援 
  これまでの本人と家族との関係の理解に努め，より良い関係が

築いていけるように支援している。 

 

 

しています。 

ご家族では知ることのない素晴らしい一面をお

話する事もあります。 

 

 

 

   ○ 

 

例えば、他ご利用者の食事を手助けしてい

る場面とか、ご本人の家族への想い等をお

伝えしています。 
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

30 ○ 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。 

 

 

努力しています。 

昔の知人や県外のご親戚などの訪問など自由に

していただいております。 

  

 

   ○ 

利用者本人のこだわりである昔から通って

いた理髪店への外出の支援など。 

 

31 ○ 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，支え合えるように努めている。 

 

 

仲の良い利用者同士の共同作業の支援から、未

だ馴染みの関係でない利用者同士の良好な関係

作りに努めています。 

 

 

   ○ 

 

 

32 ○ 関係を断ち切らない取り組み 
サービス利用（契約）が終了しても，継続的な関わりを必要と 

する利用者や家族には，関係を断ち切らないつきあいを大切にし

ている。 

 

 

現在、このような事例はありませんが、退所後

の対応などの相談に応じています。 

 

 

   ○ 

 

 

これからも、対応についての相談に応じた

り、デイサービスとのお祭り等で繋がりを

絶たないようにしていきたい。 

 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    

１ 一人ひとりの把握 

33 ○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。 

 

何でもご本人に聞くようにしています。 

 

 

    

    ○ 

ご本人に問いかけても答えが出ない場合は、ご本人

の意向の情報の中から問いかけるように努めてい

ます。 

34 ○これまでの暮らしの把握                                     

一人ひとりの生活暦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。 

 

 

ご家族から生活暦、生まれ育った環境などの情報を良く

理解し現在の生活までのご様子も把握できている。 

 

 

    ○ 

 

一度に全ての情報の把握は出来ないので、ご家族の

面会、ご友人の面会などでゆっくりですが、差し支

えない程度でお話を聞かせていただいてます。 

35 ○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，有する力等の現状を

総合的に把握するように努めている。 

 

 

把握できています。 

心身の変化は日内変動のある方もいらっしゃるので、職

員の申し送りで把握しております。 
 

 
 

 

 

 

    ○ 
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

２ 本人がより良く暮らし続けるための介護計画の作成と見直し 

36 ○チームでつくる利用者本位の介護計画 

  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

アを反映した介護計画を作成している。 

 

   

37 ○ 状況に即した介護計画の見直し 

介護計画の期間に応じて見直しを行うとともに，見直し以前に 

対応できない変化が生じた場合は，本人，家族，必要な関係者と

話し合い，現状に即した新たな計画を作成している。 

 

   

38 ○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，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。 

 

   

 3 多機能性を活かした柔軟な支援 

39 ○事業所の多機能性を活かした支援 

 本人や家族の状況，その時々の要望に応じて，事業所の多機能性

を活かした柔軟な支援をしている。 

 

 

   

 4 本人がより良く暮らし続けるための地域資源との協働 

40 ○地域資源との協働 

 本人の意向や必要性に応じて，民生委員やボランティア，警察，

消防，文化・教育機関等と協力しながら支援している。 

 

 

ボランティアさんにはよく協力していただいておりま

す。消防、警察には、特につるかめ祭りの緊急が起きた

時の協力をお願いしています。 
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

41 ○ 他のサービスの活用支援 

本人の意向や必要性に応じて，地域の他のケアマネージャーや 

サービス事業者と話し合い，他のサービスを利用するための支援

をしている。 

 

   

42 ○ 地域包括支援センターとの協働 

本人の意向や必要性に応じて，権利擁護や総合的かつ長期的な 

ケアマネジメント等について，地域包括支援センターと協働して

いる。 

 

   

43 ○ かかりつけ医の受診支援 

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支

援している。 

 

 

医療連携契約しているホームドクターと連携し、よく話

し合って対応しています。 

 

 

 

    ○ 

 

 

利用者の心身の変化があるときには、ドクターから

の意見、ご家族の想いをよく話し合っています。 

44 ○ 認知症の専門医等の受診支援 

専門医等認知症に詳しい医師と関係を築きながら，職員が相談 

したり，利用者が認知症に関する診断や治療を受けられるよう支

援している。 

 

 

ホームドクターがその都度相談に応じてくださり、指導

して下さる。 

 

 

 

    ○ 

 

 

ホームドクターも他総合病院と提携し受診の手配

をしてくださっている。 

45 ○ 看護職との協働 

利用者をよく知る看護職員あるいは地域の看護職と気軽に相談 

しながら，日常の健康管理や医療活用の支援をしている。 

 

 

当ホームの１Ｆにデイサービスがあり、色々なアドバイ

スをもらっている。 

 

 

    ○ 

 

 

例えば利用者のバイタルの事や、食事など気軽に相

談し力を借りている。 

46 ○ 早期退院に向けた医療機関と協働 

利用者が入院したときに安心して過ごせるよう，また，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連携している。 

 

入院時、何度か様子を伺いに見舞ったり、退院が決まれ

ば、どのようにケアが必要なのか病院職員（相談員）や

家族などと打ち合わせをします。 

 

 

    ○ 

 

 

今後も入院など起きた場合には、ご本人の精神的ス

トレス軽減の為、見舞い訪問や情報交換を必要に応

じていきたい。 
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

47 ○ 重度化や終末期に向けた方針の共有 

重度化した場合や終末期のあり方について，できるだけ早い段 

階から本人や家族等ならびにかかりつけ医等と繰り返し話し合い 

全員で方針を共有している。 

 

現在そのような状態の方は居られませんが、病状の悪化、

低下が見られた時は、ドクターと家族、職員で治療方針、

ケアーの方向性等を話合いたいと思います。 

 

 

    ○ 

 

 

過去、ご家族より「最後はつるかめで・・・」と要

望があったこともあります。ドクターと職員、ご本

人の病状（発作）、訴えを検討しご家族にも一緒に

寄り添う対応を決定しました。 

48 ○ 重度化や週末期に向けたチームでの支援 

重度や週末期の利用者が日々をより良く暮らせるために，事業 

所の「できること・できないこと」を見極め，かかりつけ医等と

ともにチームとしての支援に取り組んでいる。あるいは，今後の

変化に備えて検討や準備を行っている。 

ホームドクターとの相談や施設内ミーティングでの話し

合いで「できる事、できない事」を随時話し合い決めて

いる。 

 

 

    ○ 

ここは医療機関ではありませんので、医療行為が必

要となる場合はケアー不可能に。 

医療行為の中でも、ドクターの指導下で「できる事」

（Ｏ２、吸引等の対応）に対応していました。 

49 ○ 住み替え時の協働によるダメージの防止 

本人が自宅やグループホームから別の居所へ移り住む際，家族 

及び本人に関わるケア関係者間で十分な話し合いや情報交換を行

い，住み替えによるダメージを防ぐことに勤めている。 

 

当ホームでの暮らしぶり（出来る事や、生活習慣、等）

を次の生活環境に関わる人に情報提供しています。 

 

 

    ○ 

 

 

サマリーの様な用紙を特別用意はしていませんが、

心身ともに安定した生活に必要な情報を共有でき

るよう努めています。。 

Ⅳ その人らしい暮らしを続けるための日々の支援    

１ その人らしい暮らしの支援 

（１）一人ひとりの尊重 

50 ○プライバシーの確保の徹底 

一人ひとりの誇りやプライバシーを損ねるような言葉かけや対

応，記録等の個人情報の取り扱いをしていない。 

 

 

個人情報は厳重に管理しています。  

 

    ○ 

 

 

 

51 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援 

本人が思いや希望を表せるように働きかけたり，わかる力に合

わせた説明を行い，自分で決めたり納得しながら暮らせるように

支援をしている。 

 

ほぼ出来ています。 

こだわりを持っている方の「こだわり」を大切にしたケ

アーを行っています。 

 

 

    ○ 

 

 

利用者によっては、ご自分の思いや希望を表現出来

ない方もいらっしゃり、この場合には今までの生活

暦を参考にして伺いながら対応させていただいて

います。 

52 ○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。 

 

ほぼ出来ています。 

生活リズムはある程度とっていますが基本的に自由で

す。 

 

 

    ○ 

 

ご利用者の意欲を引き出せる暮らしをこのまま続

けていきたい。 
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

（２）その人らしい暮らしを続けるための基本的な生活の支援 

53 ○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，理

容・美容は本人の望む店に行けるように努めている。 

 

 

利用者が希望する馴染みの理髪店に散髪に出掛けるよう

に支援しています。 

 

 

 

 

 

    ○ 

     

 

ＩＡＤＬの低下により外出が難しい方でも出張美

容を手配しています。 

54 

 

○ 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。 

 

 

ご利用者の好みや食べ易さ等工夫した食事にしていま

す。材料の下ごしらえや、ご利用者の方でも調理に参加

できる工夫もしています。 

 

 

 

 

    ○ 

 

おやつ作り（団子を丸める、パンケーキを焼く） 

食事の盛り付け、みんなで配膳などに参加頂いてお

ります。 

55 ○本人の嗜好の支援 

本人が望むお酒，飲み物，おやつ，たばこ等，好みのものを一

人ひとりの状況に合わせて日常的に楽しめるよう支援している。 

 

 

本人が望む嗜好品は身体に悪影響の無いレベルで楽しん

で頂けるように、支援している。 

 

 

 

 

 

 

    ○ 

現在内服している薬の事も考えて、体に負担がかか

らない程度の量、飲む時間で楽しんで頂いていま

す。 

 

 

56 ○気持よい排泄の支援 

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，習慣を活かして気持ちよく排泄できるよう支援してい

る。 

 

日中は下着、夜間はリハビリパンツもしくは尿取りパッ

トを使用するなど、工夫しています。 

 

 

    ○ 

 

日中のトイレ誘導、声掛けや夜間のトイレ誘導、パ

ット交換を個人に合わせた介助を行っています。 

57 ○入浴を楽しむことができる支援 

曜日や時間帯を職員の都合で決めてしまわずに，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支援してい

る。 

 

ご利用者の都合（例えば・・・見たいテレビがある）に

合わせて入浴のお誘いをしています。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

58 ○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，安心して気

持ちよく休息したり眠れるよう支援している。 

 

 

 

ほぼできている。 

食後に一休みされる方もいらっしゃいます。 

 

 

 

 

    ○ 

 

睡眠リズムが皆さん一緒ではないので、特に個別対

応に心がけております。 
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

（３）その人らしい暮らしを続けるための社会的な生活の支援 

59 ○役割，楽しみごと，気晴らしの支援 

張り合いや喜びのある日々の過ごせるように，一人ひとりの生

活歴や力を活かした役割，楽しみごと，気晴らしの支援をしてい

る。 

 

 

努力しているが、なかなか全員に気晴らしが出来なくて

苦労している。 

 

 

 

    ○ 

 

 

１Ｆのデイサービスに交流訪問をしています。 

ご本人の気持ちが向けば散歩、買い物などの支援を

しています。 

60 ○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。 

 

出来ている。ご本人の希望を、ご家族に伝えて了解を得

る事が出来た場合に実践している。 

 

 

    ○ 

お金の事ですので、ご家族の意見を頂いてよく話し

合って決めています。もちろん、ご本人のお気持ち

を職員がご家族にお伝えし理解頂けるように努力

もしています。 

61 ○ 日常的な外出支援 

事業所の中だけで過ごさずに、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している。 

 

 

努力しています。曜日を決めてのデイ訪問交流。  

 

    ○ 

前もって、「○○へ行きたい」と要望があった時は

人員を調整配置して出掛けるようにしています。 

62 ○普段行けない場所への外出支援 

一人ひとりが行ってみたい普段は行けないところに，個別ある

いは他の利用者や家族とともに出かけられる機会をつくり支援し

ている。 

 

ご家族にご本人のお気持ちを代弁し、お願いしている。  

 

    ○ 

以前、「墓参りに行きたい」と訴えある方がおられ

たがご家族は県外、忙しく来れないとのこと。 

市内でしたので、職員の好意にて墓参りが実現しま

した。 

63 ○電話や手紙の支援 

家族や大切な人に本人自ら電話をしたり，手紙のやり取りがで

きるように支援をしている。 

 

 

以前、絵手紙を手作りし、利用者本人からご家族へ郵送、

また、ご家族より返事が届くような支援をしておりまし

た。 

電話もかけたいとの要望があれば自由に話していただけ

るよう支援しています。 

 

 

    ○ 

ご利用者の気持ちが向くときがあれば、また実施し

ていきたいと考えています。 

64 ○家族や馴染みの人の訪問支援 

家族，知人，友人等，本人の馴染みの人たちが，いつでも気軽

に訪問でき，居心地よく過ごせるよう工夫している。 

 

 

出来ている。 

来られた時は、居室でゆったりとお茶を飲みながら過ご

していただけるようにしております。 

 

 

    ○ 
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

（４）安心と安全を支える支援 

65 ○身体拘束をしないケアの実践 

運営者及び全ての職員が「介護保険法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，身体拘束をし

ないケアに取り組んでいる。 

 

身体拘束に対してのマニュアルを作り、職員間で理解を

している。 

 今までも、これからも身体拘束はしないケアーを続

けていきます。 

66 ○鍵をかけないケアの実践 

運営者及び全ての職員が，居室や日中玄関に鍵をかけることの

弊害を理解しており，鍵をかけないケアに取り組んでいる。 

 

 

ホーム内の居室に対しては、鍵は掛けていません。玄関

については、立地上、交通量が大変多く危険なので、鍵

はかけている。 

 

 但し、利用者が玄関扉に向かい外へ気持ちが向いた

時は、その都度鍵を解除し見守りをします。 

67 ○利用者の安全確認 

職員は本人のプライバシーに配慮しながら，昼夜通して利用者

の所在や様子を把握し，安全に配慮している。 

 

 

日中の声掛け、確認、夜間の見守り等で把握しています。  声掛けをして歩行移動時などの事故を防止するよ

う心掛けています。 

68 ○注意の必要な物品の保管・管理 

注意の必要な物品を一律になくすのではなく，一人ひとりの状

態に応じて,危険を防ぐ取り組みをしている。 

 

 

各個人により柔軟に対応しています。  火災などの原因になる、仏壇のマッチやライターは

回収し施設で管理し、必要なときには職員の見守り

で使用している。 

69 ○事故防止のための取り組み 

転倒，窒息,誤薬,行方不明,火災等を防ぐための知識を学び,一

人ひとりの状態に応じた事故防止に取り組んでいる。 

 

 

現在の利用者ひとり一人に対し危険予測が出来ている。 

どのように注意すべきかミーティングで話し合われてい

ます。 

 事故に繋がりそうな行為に、気付いたその職員は、

他職員にその内容を申し伝えている。 

70 ○急変や事故発生の備え 

利用者の急変や事故発生時に備え,全ての職員が応急手当や初

期対応の訓練を定期期に行っている。 

 

 

救命手当ての講習を全員が受けています。  デイサービスと当ホーム職員合同で、当施設主催の

講習会を開きました。 
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番 

号 

項          目 
取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容） 

○印 

（取組んでいきた

い項目） 

取り組んでいきたい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

71 ○災害対対策 

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

る方法を身に付け,日ごろより地域の人々の協力を得られるよう

働きかけている。 

 

町内会や民生委員の方々に常日頃お願いしている。  

 

    ○ 

避難訓練をホーム内職員で、実施しています。日勤

帯については万全ですが、夜間の一人体制時につい

ては、周囲に呼びかけ助けを求め協力して頂くこと

にしている。新たな避難用具設置を検討中です。 

72 ○リスク対応に関する家族等との話し合い 

一人ひとりに起こり得るリスクについて家族等に説明し,抑圧

感のない暮らしを大切にした対応策を話し合っている。 

 

 

理念である「出来る事をどんどんしていただく」為には、

多少のリスクがありえます。極力、危険は職員の見守り

で防止するよう努力し、ご家族にご理解していただいて

おります。 

 

 

    ○ 

家族会や運営推進会議などの機会にもご理解いた

だけるよう話し合いをしていきたいです。 

（５）その人らしい暮らしを続けるための健康面の支援 

73 ○体調変化の早期発見と対応 

一人ひとりの体調の変化や異変の発見に努め,気付いた際には

速やかに情報を共有し，対応に結び付けている。 

 

 

利用者の小さな変化にも気付くように努力しています。 

気付きには職員間で報告、申し送り等で伝え、ドクター

や家族への相談、対応をしています。 

 

 

    ○ 

体調変化があれば介護記録用紙や、連絡ノートを活

用し、申し送りにて情報の共有をしています。 

74 ○服薬支援 

職員は，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。 

 

服薬については効果、副作用などの情報を確認できるよ

うにファイルを作っています。 

 

 

○ 

服薬と一人ひとりの薬情報を担当者を決め、管理し

ています。 

薬の変更があれば担当者より他職員へ申し送りを

しています。 

75 ○便秘の予防と対応 

職員は，便秘の原因や及ぼす影響を理解し，予防と対応のため

の飲食物の工夫や身体を動かす働きかけ等に取り組んでいる。 

 

 

食事には野菜を多く使用し、水分を多く取れるよう配慮

しています。 

 

 

    ○ 

水分補給には、お茶、コーヒー、紅茶、昆布茶、ジ

ュース、牛乳等で個人の好みに対応しています。 

76 ○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

腔状態や力に応じた支援をしている。 

 

 

朝、夕の口腔ケアーと食後のうがいを実施しています。  

 

    ○ 

利用者の状況に合わせて支援する努力をしていま

すが、これからも更に、個々にあわせた口腔ケアを

続けていきたいです。 
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号 

項          目 
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（実施している内容・実施していない内容） 

○印 
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（すでに取り組んでいることも含む） 

77 ○栄養摂取や水分確保の支援 

 食べれ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。 

 

 

 

食事や水分補給については、個人の状態に応じて対応し

ています。 

 

 

 

    ○ 

体調や気候、気温、に合わせての水分摂取量に気を

つけたり、食事摂取量もチェックし気をつけていま

す。 

 

78 ○感染症予防 

感染症に対する予防や対応の取り決めがあり，実行している。

（インフルエンザ，疥癬，肝炎，ＭＲＳＡ，ノロウィルス等） 

 

 

 

感染症予防マニュアルを作り、必要に応じて消毒を実施

しています。 

 

 

 

    ○ 

ノロウィルス対策は只今実行中であり、消毒チェッ

クリスト、シートを活用しています。 

79 ○食材の管理 

食中毒の予防のために，生活の場としての台所，調理用具等の

衛星管理を行い，新鮮で安全な食材の使用と管理に努めている。 

 

 

 

冷蔵庫、冷凍庫などの清掃・消毒を定期的に行っていま

す。 

 

 

 

    ○ 

引き続き、必要に応じて消毒を行い、衛生管理に努

めたい。 

２ その人らしい暮らしを支える生活環境づくり 

（１）居心地のよい環境づくり 

80 ○安心して出入りできる玄関まわりの工夫 

利用者や家族，近隣の人等にとって親しみやすく，安心して出

入りが出来るように，玄関や建物周囲の工夫をしている。 

 

 

 

看板を設置して分かりやすくしています。  利用者が大切に育てているランの鉢植えなどを飾

っています。 

81 ○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）

は，利用者にとって不快な音や光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。 

 

出来る限り努力しています。  リビングの壁には季節の花のイラスト（利用者にも

手伝って頂く作品）を飾ったり、お花があるときは

玄関に生けています。 
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82 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり 

共有空間の中には，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。 

 

 

リビングの他に、事務所ソファーも共有スペースにして

います。 

ご自由に利用し過ごされています。 

 

 

    ○ 

リビングの個々の席（居場所）はほぼ決まっておら

れるようです。 

83 ○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。 

 

入居時より馴染みの物の持ち込みをお願いしています。 

生活歴をしっかり理解し、ご本人に必要な物を持参して

いただいております。  

 

 

    ○ 

例えば・・・朝夕のおつとめをしている方は仏壇を

持ってきていただいたり、嫁入り道具だった、鏡台。

昔の写真、ご家族の写真を飾ったりしてます。 

84 ○換気・空調の配慮 

気になるにおいや空気のよどみがないよう換気に努め，温度調

節は，外気温と大きな差がないよう配慮し，利用者の状況に応じ

てこまめに行っている。 

 

換気、空調に気をつけております。  

 

    ○ 

定期的に換気を行っています。 

掃除や排泄等に必要に応じた管理をしています。 

（２）本人の力の発揮と安全を支える環境づくり 

85  ○身体機能を活かした安全な環境づくり 

建物内部は一人ひとりの身体機能を活かして，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。 

 

 

手摺りやスロープを取り付けています。 

個々の身体機能を考慮し必要に応じて介護用品等を利用

している。 

  

86  ○わかる力を活かした環境づくり 

一人ひとりのわかる力を活かして，混乱や失敗を防ぎ，自立し

て暮らせるように工夫している。 

 

 

混乱や失敗（自信を無くしそうな場面）を招きそうな時

は、防ぐ努力をしています。 

 

 

     

わかる事や自信のある事を大切にする気配りはま

だまだ足りません。これからも意識し続けていきた

いと思います。 

87  ○建物の外周りや空間の活用 

 建物の外周りやベランダを利用者が楽しんだり，活動できるよ

うに活かしている。 

 

 

 

玄関前にプランターの家庭菜園を設けております。 

利用者に「何を植えましょう？」と相談して野菜や花の

苗を植えています。 

 

 

○ 

菜園の手入れも「出来る事」として園芸が好きな利

用者にお任せしています。 

  

 


