
福祉サービス第三者評価結果報告書（平成30年度）
年 月 日

東京都福祉サービス評価推進機構
公益財団法人　東京都福祉保健財団理事長　殿

評価機関名　

認証評価機関番号　 機構 09 －

電話番号　

代表者氏名　 印

以下のとおり評価を行いましたので報告します。

①

②

③

④

⑤

⑥

福祉サービス種別

評価対象事業所名称

事業所代表者氏名

契約日 年 10 月 25 日

利用者調査票配付日（実施日） 年 11 月 5 日

利用者調査結果報告日 年 1 月 9 日

自己評価の調査票配付日 年 11 月 5 日

自己評価結果報告日 年 1 月 9 日

訪問調査日 年 1 月 29 日

評価合議日 年 3 月 6 日

コメント
(利用者調査・事業評価の
工夫点、補助者・専門家等
の活用、第三者性確保の
ための措置などを記入）

年 月 日

事業者代表者氏名 印

2018

評価機関から上記及び別紙の評価結果を含む評価結果報告書を受け取りました。
本報告書の内容のうち、

2019

2019

今回の評価では、法人内にグループホームの事業所がある評価者とグループホームの
評価経験がある評価者をあて、グループホームの運営する上での課題に対してどのよ
うに取り組んでいるのか、実情を理解している評価者があたることで第三者的な立場で
評価できると考え選定した。また、利用者調査は、場面観察と家族に対するアンケート
を実施し、アンケート調査は匿名性を保持するため直接評価機関へ郵送してもらった。

2019

2019

2018

評価者氏名

菊池　正彦

042-537-1255

施設長　清　隆真

190-0032

認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）

1373000791

評価者氏名・担当分野・評
価者養成講習修了者番号

所在地

H0803009

H0902025

　ウェルケア立川

事業所連絡先

℡

東京都立川市上砂町3-4-26

191-0062〒　

2018

042-514-8061

特定非営利活動法人あす・ねっと

189

東京都日野市多摩平1-2-26　シンデレラビル3Ｆ

〒

指定番号

所在地　

土方　尚功

小林　郷子

修了者番号

利用者調査とサービス項目

を中心とした評価手法

機構が定める部分を公表することに同意します。

別添の理由書により、一部について、公表に同意しません。

別添の理由書により、公表には同意しません。
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平成30年度

《事業所名： 　ウェルケア立川》

1

事業者が大切にしている考え（事業者の理念・ビジョン・使命など）のうち、
特に重要なもの（上位５つ程度）を簡潔に記述
（関連　カテゴリー１　リーダーシップと意思決定）

2

（１）職員に求めている人材像や役割

（２）職員に期待すること（職員に持って欲しい使命感）

〔事業者の理念・方針、期待する職員像：認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）〕

１)利用者様を人生の先輩として尊敬の心を持って接する。
２)利用者様にいつも笑顔と優しい心を持って接する。
３)利用者様の生き甲斐や楽しみを一緒に見つけるよう努める。
４)利用者様のペースに合わせて行動する。
５)利用者様の生活の質の向上のために、頭を使い、身体を使う。

介護者としての専門性を持った人材・一人のリーダーによる介護現場ではなく、誰もが問題提起し、職員同士の話し合いに
より問題解決に取り組んで行く意識を持つ。　又より良い環境作りの担い手・担い手となり得る人材を育てる環境を作り上
げて行きたい。

介護者としての専門性を高める自己覚知の意識を持ち、共同生活での生活支援において、個々の課題に対し常時解決に
向けた生活支援への取り組み意識を持って業務に望んで欲しい。

理念・方針　（関連　カテゴリー１　リーダーシップと意思決定）

期待する職員像　（関連　カテゴリー５　職員と組織の能力向上）



平成30年度

利用者総数
利用者家族総数（世帯）
共通評価項目による調査対象者数

共通評価項目による調査の有効回答者数

利用者家族総数に対する回答者割合（％）

利用者調査全体のコメント

場面観察方式の調査結果

調査の視点：「日常生活で利用者の発するサイン（呼びかけ、声なき呼びかけ、まなざし等）と

それに対する職員のかかわり」及び「そのかかわりによる利用者の気持ちの変化」

評価機関としての調査結果

《選定した場面から評価機関が読み取った利用者の気持ちの変化》

〔利用者調査：認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）〕

　《事業所名： 　ウェルケア立川》

家族に対するアンケート方式,は匿名性を保持するため直接
評価機関へ回答を郵送してもらった。
アンケート調査とは別に場面観察は評価者2名と補助者１名
で3フロアに分かれ、リビングでくつろぐ利用者と職員の関わり
を観察した。

調査方法

18

18
7

調査対象

調査時点での利用者総数18名であった。7名の家族から回答
があった。利用者の内訳は男性0名、女性18名であった。利用
者の平均年齢は82.6歳、平均要介護度は2.5である。全家族
に対しアンケート調査を実施し、回答は郵送にて評価機関に
直接返送する方式とした。

利用者家族調査では、総合満足度は「大変満足」4名（57％）、「満足」2名（29％）と合わせて86％の利用者が「満足」以
上の回答であった。「どちらともいえない」、「不満」や「大変不満」の回答はなく、1名（14％）の無回答があった。設問別
のアンケート調査で最も評価の高かった設問は問1の「ご家族に対して、事業所からご本人の様子や生活についての報
告や説明がありますか」をはじめ、他に問8、問9、問10も高評価であった。評価の低かったのは問14の「外部の相談窓
口」についてであった。
また設問を「サービスの提供」「安心・快適性」「利用者個人の尊重」「不満・要望への対応」という４項目に分類集計して
分析したが、「サービスの提供」が最も評価が高く、「不満・要望への対応」についてはやや低い評価であった。

職員がクリスマスツリー用のモールや綿をテーブルの上に置く。ひとりの利用者が近づいてきて、モールを手に取り、「こ
れ新しいね」と話しかけてくる。職員がクリスマスツリーをテーブルの上に持ってきて、飾りつけをお願いする。その利用
者は不安そうに「みんなでやればいいのに」と言いながら、ツリーに綿を載せていく。それを見ていた職員がそばに行
き、次は何をつけますかと声掛けしながら、綿をちぎったり、モールを手渡したりしながら利用者が自ら判断して飾りつけ
を行えるように手伝う。徐々にクリスマスツリーの飾りつけができあがっていくと楽しそうな様子が伺える。飾りつけが終
わった後で、クリスマスツリーを一緒に見ながら、「子どもが小さい頃は一緒に飾りつけしたんじゃないですか」と職員が
たずねると笑顔でうなずいていた。利用者の自主性を大切にし援助することで利用者の満足度が高くなったように感じ
た。

食堂のテーブルの上にクリスマスツリー飾りつけ用のモールや綿などが置かれている。一人の利用者がそのモールを
手に取る。それを見ていた職員がクリスマスツリーをテーブルの上に持ってきて、一緒に飾りつけをする場面。

《調査時に観察したさまざまな場面の中で、調査の視点に基づいて評
価機関が選定した場面》

38.9

18
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「評価機関としての調査結果」に対する事業者のコメント

利用者調査結果

は い
どちらとも
いえない いいえ

無回答
非該当

7 0 0 0

6 1 0 0

6 1 0 0

6 1 0 0

6 1 0 0

共通評価項目

「はい」回答が6名（86％）、「どちらともいえない」回答が1名（14％）であった。当設問に対し家族からは特に意見はなかった。

職員はクリスマスツリーを自立支援を行う為のツールとして活用していた。
通常、クリスマスツリーを飾り、皆で鑑賞できる状況になったら、目的を果たし終わりであるが、場合により、一度出した
ツリーを皆で片付たり、出したりと、ツリーは、飾って、鑑賞を楽しむ目的と、自立支援のツールの目的で考えている。
利用者様が自ら考え、行動を起こす（自律）、仲間や、職員との会話の場や、利用者様同士のトラブルを解決することが
出来る場として、幅広く活用している。

実数

コメント

1．家族への情報提供はあるか

「はい」回答が7名（100％）であった。当設問に対し家族からは特に意見はなかった。

「はい」回答が6名（86％）、「どちらともいえない」回答が1名（14％）であった。当設問に対し家族からは特に意見はなかった。

5．利用者同士のトラブルに関する対応は信頼できるか

「はい」回答が6名（86％）、「どちらともいえない」回答が1名（14％）であった。当設問に対し家族からは特に意見はなかった。

「はい」回答が6名（86％）、「どちらともいえない」回答が1名（14％）であった。当設問に対し家族からは特に意見はなかった。

2．事業所内の清掃、整理整頓は行き届いているか

3．職員の接遇・態度は適切か

4．病気やけがをした際の職員の対応は信頼できるか
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6 1 0 0

6 1 0 0

6 0 0 1

6 0 0 1

6 0 0 1

3 3 0 1

「はい」回答が6名（86％）、「どちらともいえない」回答が1名（14％）であった。当設問に対し家族からは特に意見はなかった。

「はい」回答が6名（86％）、無回答が1名（14％）であった。当設問に対し家族からは特に意見はなかった。

8．個別の計画作成時に、利用者や家族の状況や要望を聞かれているか

「はい」回答が6名（86％）、無回答が1名（14％）であった。当設問に対し家族からは特に意見はなかった。

6．利用者の気持ちを尊重した対応がされているか

9．サービス内容や計画に関する職員の説明はわかりやすいか

「はい」回答が6名（86％）、無回答が1名（14％）であった。当設問に対し家族からは特に意見はなかった。

「はい」回答が6名（86％）、「どちらともいえない」回答が1名（14％）であった。当設問に対し家族からは特に意見はなかった。

「はい」回答が3名（43％）、「どちらともいえない」回答が3名（73％）、無回答が1名（14％）であった。当設問に対し家族からは「特に
困ったこともないので、相談したこともない。」という意見があった。

10．利用者の不満や要望は対応されているか

11．外部の苦情窓口（行政や第三者委員等）にも相談できることを伝えられてい
るか

7．利用者のプライバシーは守られているか
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〔サービス分析：認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）〕 平成30年度

《事業所名： 　ウェルケア立川》

Ⅰ サービス提供のプロセス項目（サブカテゴリー１～３、５～６）

№

4／4

評価項目1

　　

評価

7／7

評価項目1

　　

評価

共通評価項目

1

サブカテゴリー1

サービス情報の提供 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

利用希望者等に対してサービスの情報を提供している
評点（○○○○）

標準項目
1. 利用希望者等が入手できる媒体で、事業所の情報を提供している

2. 利用希望者等の特性を考慮し、提供する情報の表記や内容をわかりやすいものにしている

3. 事業所の情報を、行政や関係機関等に提供している

4. 利用希望者等の問い合わせや見学の要望があった場合には、個別の状況に応じて対応している

サブカテゴリー1の講評

安心して事業所を利用できるように積極的に情報提供を行い透明性を図っている

利用希望者への事業所の情報は主にホームページを活用し提供している。ホームページではグループホームの特徴や入居の条件、重要
事項説明書、料金表など入居を考えている利用者に対して必要な情報を掲載しており、表現についても分かりやすく伝わるように専門用
語を使わないなどの工夫をしている。また、事業計画、事業報告や決算報告、第三者評価の受審結果報告を公開するなど、利用希望者が
安心して事業所を利用できるような情報を積極的に提供し透明性を図っている。

法人内の他の事業所と連携しながら関係機関に情報提供を行っている

利用者や利用者家族、市の職員、包括支援センターの職員、民生委員が参加して開催する運営推進会議を年６回開催し事業所や利用者
の状況、活動報告などを行っている。６回のうち半分は近隣にある法人内のグループホームと合同で開催している。また、行政や関係機関
には空室状況、待機状況などを毎月報告している他、同法人近隣の４事業所合同で定期的に発行している広報誌ニュースレターを関係機
関に配布するなど、法人内の他の事業所と連携しながら情報提供を行っている。

見学者には施設での生活の様子が伝わるように工夫している

施設見学の受付は事前に申し込みを受け付けて個別の状況を考慮し対応しているが、飛び込みで来所した見学者にも随時対応してい
る。施設の案内、入居についての説明は、施設長が対応しているがいないときは、他の職員が対応できるように体制を整えている。また、
施設の特徴として家庭的な雰囲気であること、人員配置が手厚いことなどをアピールしている他、玄関にモニターを置き、行事に参加した
時の利用者の様子をスライドショーで流しているなど、施設での生活の様子が伝えられように工夫している。

2

サブカテゴリー2

サービスの開始・終了時の対応 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

サービスの開始にあたり利用者等に説明し、同意を得ている
評点（○○○）

標準項目
1. サービスの開始にあたり、基本的ルール、重要事項等を利用者の状況に応じて説明している

2. サービス内容や利用者負担金等について、利用者の同意を得るようにしている

3. サービスに関する説明の際に、利用者や家族等の意向を確認し、記録化している

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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評価項目2

　　

評価
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評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

サービスの開始及び終了の際に、環境変化に対応できるよう支援を行っている
評点（○○○○）

標準項目
1. サービス開始時に、利用者の支援に必要な個別事情や要望を決められた書式に記録し、把握している

2. 利用開始直後には、利用者の不安やストレスが軽減されるように支援を行っている

3. サービス利用前の生活をふまえた支援を行っている

4. サービスの終了時には、利用者の不安を軽減し、支援の継続性に配慮した支援を行っている

サブカテゴリー2の講評

利用者が安心して入居できるように説明を十分に行っている

入居申し込みの時に法人理念やサービス内容、利用料金などの説明している。説明の際に、制度の説明が必要だと思われる利用者には
介護保険制度についても分かりやすく説明もしている。契約にあたっては、契約書と重要事項説明書でサービス提供に関する契約内容を
説明し、入居の案内で入居時の持ち物や面会時間、食べ物の持ち込みなどの基本的なルールの説明も行い、同意を得ている。また、入
居後に考えられるリスク（転倒や身体状況の変化など）についても説明し理解を得ており、安心して入居できるように十分な説明を行ってい
る。

入居しても利用者一人ひとりがその人らしく生活できるように支援している

入居にあたっては、利用者等の意向を確認し記録している。併せて、生活歴や生活習慣、嗜好品等の確認を行い、これまでの環境に配慮
し使い慣れた家具や仏壇等の持ち込み、部屋の模様替えも可能であることを伝えている。また、自宅で生活していた時は、カフェに行き本
を読むことを習慣にしていた利用者に対しては、これまで同様にカフェで過ごす時間が作れるように職員同士で検討するなど、利用者一人
ひとりが施設に入居してもその人らしく生活できるように支援している。

退去する利用者が次のサービスにスムーズに繋げられるように支援している

入居利用者の様々な状況により、他の施設等に移ることになった時は、家族支援も含め支援している。新しい場所に移ることは、利用者や
家族にとって不安が大きいので、その施設のパンフレットを取り寄せたり、見学の時は同行したりして、少しでも不安が軽減できるように支
援している。また、利用者や家族の同意を得て、移動先の施設に利用者の状況を提供し、受け入れの準備を整えてもらうなど、利用者が
移動先の施設でスムーズにサービス提供が受けられるように支援している。

3

サブカテゴリー3

個別状況に応じた計画策定・記録 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

定められた手順に従ってアセスメントを行い、利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明示し
ている 評点（○○○）

標準項目
1. 利用者の心身状況や生活状況等を、組織が定めた統一した様式によって記録し、把握している

2. 利用者一人ひとりのニーズや課題を明示する手続きを定め、記録している

3. アセスメントの定期的見直しの時期と手順を定めている

利用者等の希望と関係者の意見を取り入れた個別の介護計画を作成している
評点（○○○）

標準項目
1. 計画は、利用者の希望を尊重して作成、見直しをしている

2. 計画は、見直しの時期・手順等の基準を定めたうえで、必要に応じて見直している

3. 計画を緊急に変更する場合のしくみを整備している

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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評価項目3

　　

評価

評価項目4

　　

評価

5／5

評価項目1

　　

評価

利用者に関する記録が行われ、管理体制を確立している
評点（○○）

標準項目
1. 利用者一人ひとりに関する必要な情報を記載するしくみがある

2. 計画に沿った具体的な支援内容と、その結果利用者の状態がどのように推移したのかについて具体的
に記録している

利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している
評点（○○）

標準項目
1. 計画の内容や個人の記録を、支援を担当する職員すべてが共有し、活用している

2. 申し送り・引継ぎ等により、利用者に変化があった場合の情報を職員間で共有化している

サブカテゴリー3の講評

利用者や家族にケアプランの説明を行い同意を得ている

利用者の心身の状況や利用者や家族の意向を確認し、アセスメントシートで課題を明確にしてから、ケアプランを作成している。ケアプラン
の見直し時期は更新時と状態の変化があった時と定めており、いずれの場合も家族に連絡し状況の説明を行うと共に、サービス提供の意
向について確認している。その内容を基に暫定プランを作成しフロアーでカンファレンスを開催しケアプラン案を作成している。その後、利
用者と家族を交えたサービス担当者会議を開催し、ケアプランの説明を行い同意を得ている。

利用者の情報を共有できる仕組みを構築している

利用者の日々の様子や変化は介護支援ソフトで入力しており、事業所内に設置してあるパソコンであれば、どこからでも入力や閲覧がで
きる仕組みとなっている。また、利用者家族にはＩＤとパスワードを発行し、事業所のホームページからログインし、利用者の記録をインター
ネット経由で閲覧することができるようにしている。そのため、気になることがあった場合には家族からの問い合わせがあり、都度、詳細な
説明をしている。パソコンが使えない家族には希望時に紙に印刷して渡しているなど、利用者の情報を共有できる仕組みを構築している。

事業所全体で情報が共有できるように工夫している

毎日の申し送りは、朝と夕方実施しており、夜勤から日勤者へ、日勤者から夜勤者に変化のある利用者の情報や留意事項を伝えている。
申し送りの際には、利用者の個人情報に配慮し、氏名ではなく、暗証名で報告している。また、フロアー申し送りノートや施設長連絡ノート
を活用し連絡や報告を行っており、確認した職員がサインする仕組みとなっている。それぞれのノートは内容により使い分けしている。さら
に、職員のシフト表に日々の予定を入れて情報が一目でわかるようにするなど、事業所全体で情報が共有できるように工夫している。

5

サブカテゴリー5

プライバシーの保護等個人の尊厳の尊重 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

利用者のプライバシー保護を徹底している
評点（○○○）

標準項目
1. 利用者に関する情報（事項）を外部とやりとりする必要が生じた場合には、利用者の同意を得るようにし
ている

2. 個人の所有物や個人宛文書の取り扱い、利用者のプライベートな空間への出入り等、日常の支援の中
で、利用者のプライバシーに配慮した支援を行っている

3. 利用者の羞恥心に配慮した支援を行っている

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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評価項目2

　　

評価

5／5

評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

サービスの実施にあたり、利用者の権利を守り、個人の意思を尊重している
評点（○○）

標準項目
1. 日常の支援にあたっては、個人の意思を尊重している（利用者が「ノー」と言える機会を設けている）

2. 利用者一人ひとりの価値観や生活習慣に配慮した支援を行っている

サブカテゴリー5の講評

利用者個人の尊厳の尊重ということは法人の理念として第一に挙げていることである

利用者のプライバシー保護を徹底することが、利用者個人の尊厳の尊重の第一歩と捉えている。利用者に関する情報のやり取りの際に
は、契約時だけではなく、必要になったその都度本人と家族に同意を得ている。プライバシー保護や生命、財産の安全確保のため、職員
不在時や立ち会いなしでは、部外者の事業所への立ち入りやプライベート空間である居室への出入りは禁止している。また原則、部外者
からの「利用しているか否か」の問い合わせには回答しないこととしている。

利用者の羞恥心には配慮を徹底させてサービス提供にあたっている

サービス提供にあたって、特に入浴や排泄での介助の際には、ひざ掛けを利用すること、直接的な言葉を使わず、専門用語で職員間で話
したり、デリケートな話については、口元が見えないように話すなど工夫している。入浴については、人によっては同性介助を実施してい
る。勤務体制上、同性介助が難しい場面も生じるが、その時は極力理解してもらうように話して納得してもらっている。利用者の羞恥心に配
慮しているということが、利用者にも通じて、利用者が安心して介護を受けられる環境にしてくことを目指している。

サービス実施に当たり生活の主体は利用者であるという認識を確認している

日常に支援にあたっては、その人のペースでその人らしくを基本にしている。声掛けにも工夫をして断定的な声掛けは行わず、あくまで利
用者個人の意見が出せるような環境づくりを目標としている。生活の主体は利用者であるとの認識を持ち、「待つこと」「見守ること」「見極
めること」を常に意識して、支援にあたることを最優先事項としている。これを実践するためには、職員の力量が問われる事項でもある。会
議や研修の機会をとらえて、職員間で介護に従事する際に確認していきたいと考えている。

6

サブカテゴリー6

事業所業務の標準化 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

手引書等を整備し、事業所業務の標準化を図るための取り組みをしている
評点（○○○）

標準項目
1. 手引書(基準書、手順書、マニュアル)等で、事業所が提供しているサービスの基本事項や手順等を明
確にしている

2. 提供しているサービスが定められた基本事項や手順等に沿っているかどうか定期的に点検・見直しをし
ている

3. 職員は、わからないことが起きた際や業務点検の手段として、日常的に手引書等を活用している

サービスの向上をめざして、事業所の標準的な業務水準を見直す取り組みをしている
評点（○○）

標準項目
1. 提供しているサービスの基本事項や手順等は改変の時期や見直しの基準が定められている

2. 提供しているサービスの基本事項や手順等の見直しにあたり、職員や利用者等からの意見や提案を反
映するようにしている

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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サブカテゴリー6の講評

必要に応じてマニュアルを見直し更新している

日常業務、施設整備、危機管理マニュアルや手順書を作成しファイリングしている。ファイリングしたマニュアル類は、各フロアーの事務所
内の所定の場所に設置し職員がいつでも確認できるようにしている。マニュアル類を見直しする時期については特に定めていないが、業
務の改善が必要になった場合は、職員同士で話し合いマニュアル類を見直し更新している。また、制度の変更等でマニュアルの変更が必
要な場合も都度、見直しを行いマニュアル類を更新している。

会議の開催前にレジュメを配布し方向性をもった会議を開催している

カンファレンスを兼ねたフロアー会議と職員会議を各月交互に開催し職員間で情報の共有・周知を図っている。会議開催の一週間前に
は、施設長がレジュメを作成し全職員に配布している。事前に話し合う内容を伝えることで各職員が考えて会議に参加するため方向性が
ぶれることなく会議が開催できると考えている。また、会議の開催日は職員のシフトを工夫するなどして、一人でも多くの職員が参加できる
ようにしている。参加できなかった職員には議事録を配布し会議で話し合われた内容を周知している。

研修や役割分担表を活用し事業所のサービス向上に取り組んでいる

職員一人ひとりの知識と技術アップのために、事業所内部研修、法人内研修を事業計画に盛り込み計画的に開催している。外部研修は
研修内容に応じた職員のキャリアを勘案しながら積極的に参加している。また、日々の業務の内容を８０項目程度に分類した役割分担表
を作成し、一人ひとりの職員ができる業務内容について明確にしている。役割分担表は無資格、未経験の職員の教育プラグラムにも活用
しているなど、事業所のサービス向上に取り組んでいる。
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Ⅱ サービスの実施項目（サブカテゴリー４）

23／23

1 評価項目1

　　

評価

2 評価項目2

　　

評価

サブカテゴリー4

サービスの実施項目 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

認知症対応型共同生活介護計画に基づいて自立生活が営めるよう支援を行っている
評点（○○○）

標準項目
1. 個別の認知症対応型共同生活介護計画に基づいて支援を行っている

2. 利用者一人ひとりがその人らしく生活できるよう支援を行っている

3. 関係職員が連携をとって、支援を行っている

評価項目1の講評

利用者の個人記録やアセスメントから導き出されたケアプランに基づいて支援している

利用者本人・家族等から聴取した意向や要望を基に、心身状態の評価をしたうえで、利用者本人が望む生活へ向けて出来るだけ自立した
生活が送れるように支援することを最優先として、認知症対応型共同生活介護計画(ケアプラン）を作成している。アセスメントの中では、利
用者の生活歴や性格、生活環境も踏まえて、ケアプランへ反映させていくことが大切であると考えている。今年度は人事異動があって、計
画作成担当者も変わったこともあり、自立支援の捉え方を再確認しながら、ケアプランに基づいた支援を心掛けている。

利用者にとって「その人らしい生活とは」ということを考えながら支援を行っている

利用者一人ひとりのその人らしい生活というものが、どういう生活であるのかとの問いかけを、職員自身がしながら、頭を使い、身体を使
い、支援していきたいと考えている。自立生活には、自立と自律の二つの側面があると考えており、自立へ向けて、出来る機能に着目し
て、出来ること・出来ないことを分析して、必要最小限の支援で見守る。そして、自律へ向けて、行動を起こそうとする気持ちを大切にして
見守る。そのことが、その人らしい生活に繋がるものであると考えている。

介護支援システム等を利用して職員間の情報の共有をしている

介護支援システムを使用することで、利用者の様々な情報を的確に把握できるようにしている。会議も適宜実施して、申し送りもメール配
信して、情報の共有化を図っている。勤務時間もローテーションで、それぞれ1時間は重なるように組んで、申し送りを充分に出来るように
考えている。それでも、職員アンケートでは、連携をとって支援を行っているとは言えないとの回答もあり、いろいろなサイクルでの勤務体
制ということもあり、情報の共有は今後も大きな課題であると考えている。

利用者の状態に応じて、日常生活に必要なさまざまな作業等を利用者が主体的に行うことがで
きるよう支援を行っている 評点（○○○○）

標準項目
1. 食事に関する一連の作業等利用者の生活場面では、利用者の主体性と能力を活かして支援を行って
いる

2. 利用者一人ひとりに応じた生活への参加ができるよう工夫をしている

3. 利用者の心身の状況に応じて、生活するうえで必要な支援（食事や入浴、排泄等）を行っている

4. 各種手続きや買い物等日常生活に必要な事柄について、利用者本人による実施が困難な場合に代行
している

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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3 評価項目3

　　

評価

評価項目2の講評

利用者の生活場面では食事も含め主体性を大事に出来る事を見つけて支援を行っている

利用者の生活場面では、なるべく利用者に主体的に参加を促すようにしている。そのためには、利用者のできること・できないことの見極
めが重要である。アセスメントでも今までの生活習慣を把握するようにしているが、能力的に出来るという事としている事とは異なる場合が
ある。日常生活のなかで、出来ることを捜して、利用者がやりたいと思っていることを一緒に考えて発見に繋げていく。出来ないこともどうし
たら出来るようになるか工夫しながら、失敗体験には繋がらないように配慮しながら支援していくことを目指している。

利用者にとって好評の「自立支援食」の取り組みを月２回実施している

食事に関しては、楽しく食べて頂くということを第一に考えている。調理の段階でも、出来るところは食材を刻んだり盛り付け等参加を促し
ている。職員アンケートの回答でもいい取り組みとして数人の職員が挙げていたが、月２回実施している「自立支援食」　は利用者にとって
も好評である。メニューを決めることから参加してもらい、皆で買い物へ行き食事を作って食べる。一部の利用者に参加が限られてしまう傾
向も窺われるが、どういう形であれ、利用者全員に参加してもらうという取り組みには、職員の知恵と工夫が必要であり、今後の大きな課
題である。

生活するうえでの支援は変化に対応して情報共有してタイムリーな対応が必要である

アセスメントに基づいて利用者の心身の状況の把握に努め、個別援助計画を立てて支援を行っている。日々変化する利用者に対して、申
し送りや介護支援システムを利用して情報共有することで、利用者個々の細かな支援に繋げている。手続き等も含め日常生活に必要な事
柄については、出来ることを見極め、出来るところは自分でしてもらい、できないことへの支援を前提に声掛けや介助方法の工夫をしてい
る。利用者に関する情報量も多いため、職員の柔軟性が問われる場面もあり職員誰でもが出来るようにしていきたいと考えている。

利用者の健康を維持するための支援を行っている
評点（○○○○）

標準項目
1. 利用者の心身の状況に応じた健康管理を行っている

2. 日常生活の中で、利用者一人ひとりの状態に応じて身体を動かす取り組みを工夫している

3. 服薬管理は誤りがないようチェック体制の強化などしくみを整えている

4. 利用者の体調変化時（発作等の急変を含む）に、医療機関等と速やかに連絡できる体制を整えている

評価項目3の講評

利用者の心身の状況を的確にとらえて変化を見落とさないようにしている

利用者の心身の状況は日々変化していくなかで、様々な生活場面において職員の気づきがとても大事になってくる。法人からの派遣看護
師、提携医療機関の医師等との連携を図りながら健康管理を行っている。その中でも常時接している介護職員の気づく力量が大きく問わ
れてきており、タイムリーな対応に繋がるものと考えている。職員の異動もあり継続しての経過を追っていくことが難しい場面も考えられ、
記録とともに職員の質の向上に向けての取り組みが重要になっていくものと捉えている。

日常生活動作の中でなるべく動く機会を作っていくことが大切であると考えている

一日の生活の流れのなかで活動性の低下や昼夜逆転などに繋がらないように、生活リズムを作っていくことは大切であると考えている。
体操や身体を動かすレクリエーション活動も取り入れて、機能低下に繋がらないようにしていくとともに日常生活動作の中でもなるべく利用
者自身で動いてもらうように支援している。散歩や買い物等も積極的に参加を促している。利用者一人での外出も可能な限り実現できるよ
うに工夫をしている。いつまでも自分で動けるということを大切にしていきたいと考えている。

服薬管理や体調変化等緊急時の対応はマニュアルを作成し徹底を図っている

服薬管理については、服薬ボックスを使用して服薬ボックスにセットする際、取り出すとき、そして利用者に渡すときには名前を言いながら
必ず職員同士で口頭での確認を行っている。マニュアルを作成し事業所全体での統一が図れているが、ケアレスミスを起こさないための
細かな工夫に関してはフロア毎に違っている点もあり、改善する必要も感じている。利用者の体調変化等急変時には、看護師や医師等と
の連携、提携医療機関と速やかな連絡体制など緊急時マニュアルを作成し実施している。

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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4 評価項目4

　　

評価

5 評価項目5

　　

評価

共同生活が楽しく快適になるよう工夫している
評点（○○○）

標準項目
1. 利用者がお互いに関わり合いながら楽しく生活することができるよう支援を行っている

2. 事業所での生活は、他の利用者への迷惑や健康面に影響を及ぼさない範囲で、利用者の意思が尊重
されている

3. 居室や食堂などの共用スペースは、利用者の安全性や快適性に配慮したものとなっている

評価項目4の講評

同じ屋根の下で生活する仲間という意識を持ち楽しく生活することを目指している

当事業者は３階のフロアに分かれて少人数のユニットであることもあり、同じ屋根の下で生活する仲間という意識を利用者はもちろんのこ
と職員にも持ってもらい生活することを大事にしている。利用者同士の関わりを尊重するため、ユニットという観念にとらわれず、他ユニット
への行き来や行事やいろいろな活動への参加を一緒に行い、気の合った利用者同士で会話できるように支援している。職員アンケートで
は、少人数だからこそできる支援との意見もみられ、ユニットという概念から抜け出す難しさも感じられる。今後の取り組みに期待したい。

利用者一人ひとり個々に合わせた時間の過ごし方への工夫や技術が必要になってきている

事業所の基本的な考え方として、利用者のニーズを可能な限りかなえられるように個々のサービスを提供していることをあげている。ま
た、基本方針でも利用者のペースに合わせた支援を行うとしている。共同生活の中で、利用者が決定・行動出来るように働きかけを行い、
実現の方法を検討する。しかし、その際リスクを予測し未然に防ぐ力量も求められる。実際、喫茶店でコーヒーを飲みながら数時間を過ご
したいという利用者については、送迎のみ職員が付き添い喫茶店にも協力を得て実施している。一人で散歩して時間を過ごす利用者もい
る。

居室やリビング等の共有スペースは利用者の安全性を第一に考えている

利用者個人に合わせた居室整備を行っている。利用者と一緒に考えながら、家具の配置も変えることもある。リビングでは、家庭的な雰囲
気への演出(飾りや職員からの催し物等）を心掛けている。利用者の安全性や快適性は、優先事項と捉えており、利用者や職員からの提
案も大歓迎している。共有スペースであるリビングは食堂・キッチンも兼ねているが、火の扱いはなく、常に職員を一人以上は配置してい
る。食事の席は、一応決めているが、トラブルの原因になりやすいこともあり定期的に見直しも検討している。昼間はリビングで過ごす利用
者も多い。

事業所と家族等との交流・連携を図っている
評点（○○○○）

標準項目
1. 家族や利用者の意向を考慮して、家族等が参加できる事業所の行事を実施している

2. 利用者の日常の様子を定期的に家族に知らせている

3. 家族等が事業所等に対し、意見や要望を表せる機会を設け、それらを活かした支援を行っている

4. 重度化した場合や終末期に備え、あらかじめ本人や家族等と話し合い、事業所でできることを説明しな
がら、方針を共有している

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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6 評価項目6

　　

評価

評価項目5の講評

家族参加型の行事を多く取り入れて家族等の意見・要望を聞く機会にもしていきたい

事業計画の年間行事計画に基づき、なるべく家族参加型の行事を多く取り入れている。介護支援システムを利用して、家族等に対して行
事計画を公表しており参加は自由である。1ヶ月前より行事のお知らせで電話や手紙でも参加を促し、共に楽しめる企画を実施している。
実際には、今回の家族アンケートでも、回答者は半数にも満たず、単身の利用者もいることから家族の行事への参加率は低いのが現状で
あるが、楽しみにしている家族もいる。家族等からの相談や意見・要望は随時いろいろな機会を通して聞き、ケアプランに反映させている。

介護支援システムを利用することで利用者の日常の様子は閲覧できる

法人が先駆的に介護支援システムを導入したことあり、利用者の状況はシステムのＷＥＢ公開でリアルタイムに閲覧可能（セキュリティ管
理あり）となっている。家族からも、面会に行けない時に様子がわかって助かるとの意見がみられた。毎月請求書を送付するのと同時に、
写真等で日々の様子をお知らせしている。利用者個人のケア実施記録も同様に、閲覧可能だが、電話でお知らせする機会も多くなってい
る。正面玄関内のモニター画面では行事を主にしたビデオを流しており、利用者だけではなく、訪問者からも好評である。

重度化した場合や終末期に備え家族等とは方針を共有している

契約時には、必ず重要事項説明書や重度化対応に関する指針についての説明書にて説明し、同意を得ている。ケアプラン更新時にも本
人や家族等に説明し、どこまで当事業所で対応可能かも含め説明し、方針を共有している。終末期の対応については、実際に終末期の時
期となる前の段階で家族と話し合い看取りに対しての方針を説明している。看取りについては、職員も含めて研修していく必要も感じてい
る。重度化した場合は、法人内の特別養護老人ホームへ移行する利用者もいることを伝えている。

利用者が地域で暮らし続けるため、地域と連携して支援を行っている
評点（○○○○○）

標準項目
1. 地域の情報等を収集し、利用者の状況に応じて提供している

2. 利用者が地域のさまざまな資源を利用するための支援を行っている

3. 利用者が地域とつながりながら暮らし続けられるよう、事業所が利用者と共に地域の一員として日常的
に交流している

4. 運営推進会議で話し合われた意見を活かして支援を行っている

5. 区市町村や地域包括支援センターと日頃から連絡を取り、協力関係を築きながら支援を行っている

同法人の事業者同士の情報交換や会議に出席して自治体とも協力関係を築いている

利用者が地域で暮らし続けるために必要な情報を得るためにも、地域密着型施設連絡会や地域ケア会議等には出来るだけ参加し、情報
を職員に還元している。地域包括支援センターの職員等とも連絡・相談を行い、運営推進会議等で話された意見も活かして支援していくこ
とが大切だと捉えている。しかし、職員アンケートでは、否定的、わからないとの回答が比較的多く、周知させていく方法も検討していかな
ければならないと思われる。今後の取り組みに期待したい。

評価項目6の講評

地域の一員としてこの家で生活している認識に立ち支援していきたいと考えている

利用者にとっては、当事業所が家であり普通の生活をしていく場であるという認識を持って、支援していくこと重要事項と捉えているが、職
員間での共通認識となっているか疑問もあり、その認識が徹底されていない面もあるように思っている。地域の一員として日常的に交流し
ているという点では、地域の様々な資源を利用するための情報収集が不十分であり、今後収集活動を拡げる必要を感じている。職員アン
ケートでもこの項目は、比較的否定的な回答が多くまた、わからないという回答も多くみられた。

地域の一員として利用者・事業所について近隣・地域住民の認知度が低い傾向がある

運営推進会議を通じて利用者の生活の情報の提供、地域との関わりについての説明は、必ず行っている。運営推進会議のメンバーには、
地域の民生委員も参加しているが、自治会との関わりは薄い点はゆがめない。今後、地域に根ざした運営を可能とするためには、自治会
活動への参加や地域住民を招いた活動等を増やしていく努力が必要であると考えている。保育園交流や小・中学校との交流など行事とし
ては、可能な限り参加しているが、日々の住民としての日常的な関わりは少なく、事業所内で完結してしまうことが多いように感じている。

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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〔利用者保護：認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）〕 平成30年度

《事業所名： 　ウェルケア立川》

Ⅲ 利用者保護に関する項目

9／9

1 評価項目1

　　

評価

2 評価項目2

　　

評価

3 評価項目3

　　

評価

利用者保護に関する項目
標準項目実施状況

利用者の意向（意見・要望・苦情）を多様な方法で把握し、迅速に対応する体制を整えている
評点（○○）

標準項目
1. 苦情解決制度を利用できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利用者に伝えてい
る

2. 利用者の意向（意見・要望・苦情）に対し、組織的に速やかに対応する仕組みがある

虐待に対し組織的な防止対策と対応をしている
評点（○○）

標準項目
1. 利用者の気持ちを傷つけるような職員の言動、虐待が行われることのないよう、認識を共有し、組織的
に防止対策を徹底している

2. 虐待を受けている疑いのある利用者の情報を得たときや、虐待の事実を把握した際には、組織として関
係機関と連携しながら対応する体制を整えている

事業所としてリスクマネジメントに取り組んでいる
評点（○○○○○）

標準項目
1. 事業所が目指していることの実現を阻害する恐れのあるリスク（事故、感染症、侵入、災害、経営環境
の変化など）を洗い出し、どのリスクに対策を講じるかについて優先順位をつけている

2. 優先順位の高さに応じて、リスクに対し必要な対策をとっている

3. 災害や深刻な事故等に遭遇した場合に備え、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定している

4. リスクに対する必要な対策や事業継続計画について、職員、利用者、関係機関などに周知し、理解して
対応できるように取り組んでいる

5. 事故、感染症、侵入、災害などが発生したときは、要因及び対応を分析し、再発防止と対策の見直しに
取り組んでいる

事業所で起こるリスクを想定しリスクマネジメントに取り組んでいる

感染症や災害等に関しては手引書やマニュアルを作成しいつでも活用できるようにし、火災や震災に備え、消防署との連携を図っている。
また、緊急時に備え備蓄品を３日分確保し、職員の緊急連絡網を作成し全職員に配布している。侵入者への対応としては、防犯カメラを設
置し施設内のモニターで確認できるようにしている。さらに、最新情報を常に入手できるよう努め、他施設で発生した事故や感染症の流行
等を察知した場合には、勉強会等を開催し職員に注意喚起するなど、リスクマネジメントに取り組んでいる。

利用者保護の講評（※利用者保護の内容から３つ（必須）記載してください）

口頭での説明や掲示等で苦情相談窓口について知らせている

入居申し込みや契約時に口頭及び書面で苦情については市や都に苦情相談窓口があり、いつでも相談できることを説明している他、施設
内の各フロアやエレベーター内に苦情相談窓口について掲示し伝えている。また、メールを活用したり、面会に来た時には職員の方から声
を掛ける様にして、家族が言いやすい環境づくりに配慮している。苦情があった場合は、相談・苦情受付シートで受付を行い、苦情内容に
ついて職員同士で話し合いを行い、改善案を決定し、利用者や家族に改善内容を報告し確認を得ている。

様々な機会を活用し虐待防止に向けて取り組んでいる

虐待に対しては、委員会を中心に年に２回内部研修実施したり、外部研修に参加して虐待を未然に防げるように努めている。また、自分の
意思を伝えることが困難な利用者に対しては、外傷チェック表で更衣する時などに確認している。虐待が疑われる場合には、緊急委員会
を設置し、早急に事実確認を行い、委員会で話し合いを行い対策を講じられる体制を整えている。さらに、各職のストレスチェックの意味合
いも含め、定期的に個人面談を行い、悩みや思いを確認するなど虐待防止に向けて取り組んでいる。

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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平成30年度

《事業所名： 　ウェルケア立川》

評価項目

評価項目

評価項目

〔事業者が特に力を入れている取り組み：認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）〕

タイトル③ 同じ屋根の下で生活する仲間として共同生活をしながら個別支援をする工夫をしている

内容③

１フロア6人で3階建ての事業所で、利用者一人ひとりの特性を活かして、同じ屋根の下で生活する仲間としての意
識を持って共同生活をしていくことを目指している。行事やレクリエーション活動は全体で実施することが多いが、
利用者一人ひとりの個別支援は、フロア単位での対応になりフロア完結でよしとしてしまう傾向もみられる。職員ア
ンケートでも少人数だからこそできる支援との意見もみられるが、ユニットという概念にとらわれず、職員全員で、
利用者全員に関わるという認識で、利用者のその人らしさを支援していくことに取り組んでいる。

6-4-4

共同生活が楽しく快適になるよう工夫している

事業者が特に力を入れている取り組み③

6-4-2

利用者の状態に応じて、日常生活に必要なさまざまな作業等を利用者が
主体的に行うことができるよう支援を行っている

事業者が特に力を入れている取り組み②

タイトル② 利用者の状況の把握を的確に行い出来ることに目を向けて主体的な参加を目指している

内容②

事業所の運営方針でも述べている通り、生活の主体は利用者であり、自己決定権を持つとしている。利用者自身
の意思が尊重され、生かされるように、また、意思を引き出して、日常生活に参加してもらうことが、自立支援にとっ
て重要であると考えている。自立支援の理解が職員によって不十分であったり、異なっていては、アプローチの仕
方が一致しないことになる。出来る事・出来ない事を見極め、どうしたら出来るようになるか工夫する等職員の力量
を上げて、利用者が主体的に参加できるような場面を作っていく取り組みをしていきたいと考えている。

事業者が特に力を入れている取り組み①

タイトル① 家族は記録を活用し利用者の様子が把握できることで安心して利用できている

内容①

日々の利用者の様子や変化の記録は介護支援システムを活用し管理している。システムを活用することで事業所
内にあるパソコンであれば、どこからでも入力閲覧ができるため、職員間の利用者情報の共有が効率的である。ま
た、利用者家族に対してはＩＤとパスワードを発行しインターネット経由で、パソコンやスマホを活用し各利用者の記
録の閲覧が可能となっている。家族はリアルタイムで記録が確認できるため、家族からの問い合わせも多く、職員
は都度、状況を報告している。家族は記録を活用し利用者の様子が把握できることで安心して利用できている。

6-3-4

利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している
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平成30年度

№

タイトル

内容

タイトル

内容

タイトル

内容

№

タイトル

内容

タイトル

内容

タイトル

内容

3

１フロア６人の少人数で３フロアの事業所であり、個々に寄り添ったきめ細かい対応をすることで基本方針であ
るところの利用者の自立支援に向けての取り組みを進めている。日常生活の中で、職員には「待つこと」「見守
ること」「見極めること」を３つの柱として利用者支援にあたることを求めている。今年度は、職員の異動等もあ
り、、各フロアまかせの対応になってしまった面もある。その結果、フロアごとでケアが完結してしまい、同じ屋根
の下で共同生活している仲間という認識が薄まってきたとも考えられる。再度共通認識を高めていくことが望ま
れる。

職員の人事異動は必要だが管理者が短い期間で入れ替わることで方針は継続されるも実施方法の
変化についていけない面もあり改善が望まれる

事業所としての基本理念や運営方針は、法人内でも共有されており、人事異動で管理者が変わろうとも変化は
なく継続されていく。しかし、それをどのように事業所内で業務の中で実践していくのかということは、管理者に
任されている点も多いのではないだろうか。日々の利用者の生活を支援していく中、そこにいる職員が実際にケ
アの実施を進めていくわけで、管理者と職員間で協議して作り上げるという要素も大きな課題であると考えられ
る。今回の職員アンケートでも、改善点のなかで組織体制についての疑問点も出されている。今後の改善が望
まれる。

マニュアル類の見直し整備が望まれる

各種マニュアルや手順書を作成しファイリングしている。ファイリングしたマニュアル類は、各フロアーの事務所
内の所定の場所に設置し職員がいつでも確認できるようにしている。必要に応じて、職員同士で話し合ったり、
制度の変更等に合わせてマニュアル類の見直しを行ったりし更新している。しかし、更新されている以外のマ
ニュアルについては、現状の業務内容にあっているのか見直しされていないものもあるため、全体的な見直し
が必要と思われる。今後、新たな取り組みを検討していることから、マニュアル類の見直し整備が望まれる。

特に良いと思う点

利用者一人ひとりが施設に入居してもその人らしく生活できるように支援している。

入居にあたっては、利用者等の意向を確認し記録している。併せて、生活歴や生活習慣、嗜好品等の確認を行
い、これまでの環境に配慮し使い慣れた家具や仏壇等の持ち込み、部屋の模様替えも可能であることを伝えて
いる。また、自宅で生活していた時は、カフェに行き本を読むことを習慣にしていた利用者に対しては、職員同士
で検討し、近所の喫茶店に職員が送迎することで、これまで同様カフェで過ごす時間が作れるようにしているな
ど、利用者一人ひとりが施設に入居してもその人らしく生活できるように支援している。

介護支援システムを利用しメールも活用して申し送りを確実に行い利用者情報を理解したうえで支援
にあたることを優先事項と捉えている

基本方針である自立支援を自立と自律の両面からの捉えるという考え方を職員間で共通認識するこ
とが大切だと考えて取り組んでいる

申し送りを確実に行うことで、利用者の今の状況にとってどのような支援が必要であり、求められているのか理
解して、支援にあたることが重要であると考えている。そのためには、申し送りを確実に実施して伝えていくため
にも、勤務時間帯を１時間重なるように取っている。また、介護支援システムを利用することで職員全員、職場
内の端末から利用者の情報を得ることが出来るようにしている。メールにて申し送りの送信を受けることもできる
ようにしている。利用者の心身の状況に応じて、必要な支援が出来ているとの実感が持てることにも繋がってい
る。

《事業所名： 　ウェルケア立川》

2

少人数制で個別ケアが行き届く半面フロア毎でケアが完結してしまう傾向もあり事業所全体としての
ケアへの共通認識を高めることが望まれる

〔全体の評価講評：認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】（介護予防含む）〕

さらなる改善が望まれる点

サービス提供の基本は、利用者の意思の尊重と自立支援としている。可能な限り自立した生活を送るための自
立支援には、自立と自律の二つの側面があると考えている。自立へ向けて、出来る機能に着目して、「待つこ
と」「見守ること」「見極めること」という段階で必要かつ適切な支援をしていく。そして、もう一方の自律へ向け
て、行動を起こそうとする気持ちを大切にして見守る。利用者が決定・行動できる反面それに伴ったリスクの予
測も必要であり、職員間で共通認識を持つことが重要であり、会議や研修を通して理解を深めていきたいと考え
ている。
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1
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