
福祉サービス第三者評価結果報告書【平成31年度（2019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 7 日

利用者調査票配付日（実施日） 年 11 月 20 日

利用者調査結果報告日 年 1 月 14 日

自己評価の調査票配付日 年 11 月 20 日

自己評価結果報告日 年 1 月 14 日

訪問調査日 年 3 月 11 日

評価合議日 年 3 月 20 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

2019

2019

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、

2020

2020

今回の評価では、昨年同様、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。

2020

2020

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

評価者氏名

菊池　正男

042-537-1255

指定番号

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）

191-0062〒　

2019

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

〒

施設長　斉藤清行

190-0032

1373000791

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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〔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）〕 平成31年度（2019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）

１)私達はご利用者の皆様を人生の先輩として尊敬の心を持って接します。
２)私達はご利用者の皆様にいつも笑顔と優しい心を持って接します。
３)私達はご利用者の皆様と一緒の屋根の下で暮らす仲間です。生き甲斐や楽しみを一緒に見つけるように努めます。
４)私達はご利用者の皆様のペースに合わせて行動します。
５)私達はご利用者の皆様の生活の「質」の向上のために、頭を使い体を使います。

人を尊重し、お互いに支え合える人材。認知症介護に対する高い専門性（東京都認知症介護者研修の活用）。

認知症介護の専門性を高め、利用者一人ひとりの有する能力に応じた自立支援とその人の望む生活が継続出来るように
支援してほしい。

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）



〔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）〕 平成31年度（2019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》

　《事業所名： 　ウェルケア立川》

調査対象

調査時点での利用者総数1７名であった。９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1７名であった。
利用者の平均年齢は84.2歳、平均要介護度は2.3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」2名（22％）、「満足」5名（56％）と合わせて78％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」2名（22％）で「不満」や「大変不満」の回答はなかった。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」と問６の「あなたは、職員が利用者の気持ちを大切にしながら対応してくれていると思いますか」が高評価で
あった。評価の低かったのは問10の「あなたが不満に思ったことや要望を伝えたとき、職員は、きちんと対応してくれて
いると思いますか」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。

リビングでおしゃべりをしていた、２人の利用者に対して職員がシーツ交換の声掛けをした際、一方の利用者が、できる
かしらと言うのを聞いて、もう一人の利用者が手伝ってあげるからと、２人で居室に行こうとした。その際に、職員が自分
のお部屋は自分でやりましょうと声掛けし、それぞれ自分の居室で作業を始めてもらう。
シーツ交換は、週１回の実施で、慣れている様子で、シーツ、枕カバー、布団カバー等の交換を黙々と行っている利用
者やなかなかうまくいかず、時間をかけて少しずつ行っている利用者と一人ひとりの差がある。職員は、時々様子を見
て出来ない部分は職員が手伝っていたが、利用者同士でお互い手伝い合う場面があってもいいのではと思われた。

昼食前の時間、お茶を飲んだり、カレンダー作成、歌を歌ったりリビングで寛いでいる時間帯。今日は、シーツ交換の曜
日に当たっているため、自分でできる利用者には、声掛けをし、居室で時間が掛かってもなるべく自力で行ってもらえる
ように見守りしている。

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名が3フロアーを
回り、リネン交換を行っている利用者と職員の関わりを観察し
た。

調査方法

17

17
9

52.9

17

《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》
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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

9 0 0 0

7 2 0 0

7 2 0 0

6 3 0 0

4 4 0 1

4．病気やけがをした際の職員の対応は信頼できるか

1．家族への情報提供はあるか

特に意見はなかった。

「経験の浅いスタッフがいた。ケガをしたとき、ケガを防げたと思う。」「ケガをしたとき、前の施設長から何も連絡がなかった。」などの
意見があった。

3．職員の接遇・態度は適切か

2．事業所内の清掃、整理整頓は行き届いているか

特に意見はなかった。

実数

コメント

共通評価項目

特に意見はなかった。

調理や洗濯物などの家事活動や創作物の作成などでは共同作業が出来る様に支援しています。シーツ交換に関して
は、昨年発生した疥癬に対する予防策とプライバシーの保護として、本人に実施していただくことを取り決めています。

5．利用者同士のトラブルに関する対応は信頼できるか

「（いさかいやいじめが）あるかどうかわからない。 」との意見があった。
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9 0 0 0

5 3 0 1

7 1 0 1

5 3 0 1

5 4 0 0

5 2 0 2

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

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

特に意見はなかった。

「分からない。 」との意見があった。

6．利用者の気持ちを尊重した対応がされているか

7．利用者のプライバシーは守られているか

特に意見はなかった。

特に意見はなかった。

「（不満・要望等を）言ったことがない。」との意見があった。

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
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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31年度（2019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

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

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

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

事業所の情報を積極的に提供し透明性を図っている
事業所の情報は主にホームページやパンフレットなどを活用して提供しており、グループホームの特徴や入居の条件、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提供している。表現については、専門用語を極力使用しないように配慮し、一般の人にも伝わり
やすくしている。また、ホームページでは、重要事項説明書や事業計画、事業報告、決算報告、第三者評価の受審結果報告を公開してい
るおり、年２回の定期的な更新に併せて、必要な都度更新し、事業所の年度の実績や計画、外部評価などの情報を積極的に提供し透明
性を図っている。

地域や関係機関への情報提供は法人内の他の事業所と連携し行っている
地域や関係機関の情報の提供は、年６回開催している運営推進会議で行っている。運営推進会議は、利用者や利用者家族、包括支援セ
ンターの職員、民生委員などが参加し開催しており、年６回のうち数回は法人内の他のグループホームと合同で開催している。内容は主
に利用者状況報告・活動内容報告・質疑応答などである。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、法
人内の４事業所合同で定期的に発行している広報誌を配布しているなど、法人内の他の事業所と連携し地域や関係機関に情報提供して
いる。

見学者には施設のサービスの特徴と生活の様子が伝わるように工夫している
施設見学は、事前に申し込みの受付を行い、見学の目的に合わせて対応しているが、予約なく来所する見学者にも随時対応している。入
居の説明や施設内の案内は施設長が対応することとなっているが、不在の場合でも他の職員が対応できるような体制になっている。ま
た、見学者へは施設の特徴としている家庭的な雰囲気であることや人員配置が手厚いことをアピールしている。さらに、玄関先にモニター
を設置して、施設で過ごしている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わるように工夫している。

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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評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

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

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

入居時に利用者や家族に施設利用についての説明を行い同意を得ている

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

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

入居を考えている利用者に対しては、見学時や申し込み時に、あらかじめ施設の特徴やサービス内容、料金、法人理念等の説明を行って
いる。介護保険制度を理解していない方に対しては理解してもらえる様に分かりやすい内容で説明している。また、契約時には、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同意を得ている。さらに、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に併せて、権利擁護、身体拘束の禁止、日常生活上の病気や怪我などのリスクについても十分に説明し理解
を得ている。

入居してからも、その人らしく安心して生活できるように支援をしている
契約前の面接時にアセスメントを行い、心身の状況や生活歴、生活習慣、嗜好品等の確認を行っており、併せて、利用者や家族のサービ
スに対する意向を確認し記録している。入居にあたっては、入居直後の環境変化に留意した暫定のケアプランを作成し、利用者や家族に
説明し同意を得て、一ケ月後に見直している。また、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、その人らしく安心して生活できるように配慮した支援をしている。

退去する利用者や家族に対しても意向確認しながら支援している
入居利用者の様々な事情により施設を退去となる利用者と家族の支援を行っている。他の福祉施設に移る時等は、その施設のパンフレッ
トを取り寄せたり、施設の情報を提供しており、併せて、同意を得て、移動先の施設に利用者の状況を提供し、受け入れの準備の調整を
行っている。また、利用者や家族の意向により施設で看取りを行う場合もある。その場合は、利用者や家族に対して医療関係者との連携
も含め急変時の対応内容を十分に説明した上で同意を得ている。今年度は２名の利用者を施設で看取っている。

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1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

評価項目3

　　

評価

評価項目4

　　

評価

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

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

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

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

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

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

介護支援ソフトで職員間や利用者家族との情報を共有している
利用者の心身状況や生活状況等の日々の変化の記録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。この支援ソフトは、利用者家族も閲覧できる仕組みとなっており、希望者には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、インターネット経由で記録内容を確認できる。このことから、利用者家族との情報
交換が密にできている。また、インターネットから閲覧できない家族に対しては、利用者の状況を口頭で伝えたり、希望があれば印刷して
渡している。

全職員で様々な機会や媒体を活用して情報の共有を図っている
毎日の申し送りは、朝と夕方実施しており、状況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、居室番号で報告している。また、介護支援ソフト内の伝言板や掲示板、手書き用日誌、申し送りノートを活用し
て、必要事項の伝達を行い情報を共有している。さらに、利用者個々の変化を細かく記録するため、共用ファイルを活用し、全職員で、記
録・確認できる仕組みを作っているなど、様々な機会、媒体を活用して情報の共有を図っている。

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

ケアプランは定期的に見直しを行い利用者や家族に説明し同意を得ている
ケアプランを作成する際は、アセスメントシートで利用者の心身の状態を確認し課題を明確にすると共に、利用者や家族等のサービスに関
する意向を確認している。ケアプランは６ケ月又は１２ケ月と定期的な場合と区分変更や状態変化時に、モニタリング、評価、改善の手順
で見直しを行っている。ケアプランの更新の際には、プラン作成担当者、介護職員、利用者や家族、医療関係者が出席してサービス担当
者会議を開催し、意見を聞いて必要に応じてプランに反映しており、利用者や家族には、会議の意見を含めたプランの説明を行い同意を
得ている。

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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5／5

評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

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

3. 利用者の羞恥心に配慮した支援を行っている

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）

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

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

利用者個人情報保護の取り組みをしている
事業所が入手した利用者や家族等の個人情報の取り扱いについては、入居契約時に説明し、同意書にて同意を得ている。また、施設内
で知り得た個人情報を外部に口外しないように、職員や実習生、ボランティアなどから誓約書を取っている。また、デジタル化されている個
人情報については、セキュリティ対策が徹底されており、インターネットからアクセスする家族専用サイトでは、ユーザーIDとパスワードが設
定され、部外者のアクセスを不可能にしているなど、個人情報保護の取り組みをしている。

利用者のプライバシーや羞恥心に配慮した対応をしている
利用者個人宛の郵便物については、施設長が管理している。施設での郵便物の取り扱い方法については、事前に利用者や家族と個別に
取り決めており、その内容に沿って対応している。また、職員間での申し送りや話し合いの際は利用者名ではなく、居室番号で伝達を行っ
ている。その際は話し合う場所や声の大きさなど利用者に聞こえない様に配慮している。さらに、入浴や排泄での介助時には利用者の羞
恥心に配慮しており、同姓介助を希望する利用者には、できるだけ同性職員が介助を行うなど、プライバシーや羞恥心に配慮した対応をし
ている。

利用者のペースに合わせ「待つ事」「見守る事」「見極める事」を意識して支援している
日常生活上の活動や起床、就寝時間、清掃や入浴などの実施とタイミングは、利用者のペースに合わせて対応している。また、飲み物を
提供する際には、種類などについても選択と自己決定が出来ような声掛けに配慮した対応を取るなど、利用者一人ひとりの状態や状況、
ペースを尊重しながら「待つ事」「見守る事」「見極める事」を常に意識して支援している。さらに、新人職員に対しても、基本理念にあげて
いる３つのことを意識して利用者支援を行うように指導している。

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 
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5／5

評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

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

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

サブカテゴリー6の講評

業務などのマニュアルは必要に応じて見直し更新している
日々の業務で使用する、日常業務、施設整備、危機管理等のマニュアルや手順書はファイリングし、１階事務室の所定の場所に設置する
とともに、データとしてＰＣからも確認できるようにしており、職員が必要な時にいつでも閲覧できるようになっている。見直しの時期は明確
にしていないが、条例・設備等の変更があった時や業務の改善が必要となった時などに見直しを行っており、職員で判断できる内容は、日
常の業務の中で、職員同士が話し合って決めている。また、重要な事案と判断した内容については職員会議などで話し合って決めてい
る。

家族や職員、地域の方からの意見を参考に事業所のサービスを見直す取り組みをしている

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

正職員・準職員が参加する常勤職員会議と全職員が参加する全体会議を月１回開催しており、フロア会議は２ケ月に１回開催している。
会議では、職員間で意見交換するとともに、職員の意見を吸い上げる機会としている。その他にも、職員からの意見は随時、受付けてい
る。また、運営推進会議等の機会を活用し家族や地域の方からの意見を得ており、家族からはメールや電話、直接の面談等で随時受付
けるなど、家族や職員、地域の方からの意見を参考に事業所のサービスを見直す取り組みをしている。

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 
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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

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

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

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（○○○○）

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

利用者本人・家族等から意向や要望も取り入れて、利用者の心身状態の把握を様々な面から実施したうえで、個別の認知症対応型生活
介護計画（ケアプラン）の作成を目指している。利用者ごとに、居室担当職員を決めて、それぞれが得た情報を基に、各フロアーのサービ
ス計画作成担当者が、アセスメントとしてまとめ、ケアプランを作成していけるようにする計画を進行中である。そのケアプランに基づいて、
自立支援の捉え方を再確認しながら、利用者主体で業務を考え、自立支援の考え方を再確認しながら、利用者支援に繋げていきたいと
考えている。

利用者一人ひとりがその人らしく生活しているかを考えて支援することを大切にしたい
基本方針の中でも、述べているように、利用者一人ひとりのその人らしい生活とはとの問いかけをしながら、頭を使い、身体を使い、利用
者支援をしていきたいと考えている。自立に向けて、出来る機能に着目して、出来ない部分をどうしたら出来るようになるか等、日常生活を
通して、利用者の能力分析をしながら、必要最小限の支援で見守るようにしている。また、意思の表明と自己決定の機会を持ってもらうこ
とが大切であると捉えている。そのことが、利用者の生活の質の向上につながり、その人らしい生活へと繋がっていくものと考えている。

介護支援システム等を利用して職員間の情報の共有を図っている
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なっている。職員がそれをどう活用して、利用者支援
に活かしているかという点においては職員によって差が生じている。人員不足もあり、確実な会議等の開催による等、職員間での情報の
共有化を図っているとは言えない状況も窺われる。申し送りノート等も活用して情報共有をするようにしているが、職員アンケートでは、利
用者から利用者の情報報告がされる時があるとの意見も見られ、情報の共有は今後も大きな課題であると考えている。

利用者の自立生活に向けての視点をもって介護計画を作成し支援に繋げている

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

評価項目2の講評

食事に関しては、楽しく食べるということを第一に考えている。一応メニューが決められており、食材も宅配されているが、利用者の出来る
範囲で、食材を切ったり、盛り付け等の参加を促している。月２回は、「自立支援食」として、利用者と一緒に、メニューを決める段階から、
食材の買い物、食事の支度等まで共同で作業して、利用者・職員の双方から好評との意見が寄せられている。ただし、食べるだけの参加
で終始してしまう利用者もいる状況もあり、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は今後も継続していきたいと考え
ている。

生活するうえでの支援は利用者の変化に応じた適切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把握に努め、個別援助計画を立て、それに添って支援を行っていくことは大切である。利用
者毎に解決するべき課題を全員で共有し、ケア方法を話し合って決定し、一貫したケア方法の実践とその時々の利用者の状況に合わせ
て柔軟に対応していきたいと考えている。もちろん、生活するうえで必要な支援は行っており、実施が困難な場合は代行もしているが、現
状は担当職員の評価判断ということになりがちで、会議等を通しての職員同士の情報交換と共有が不十分な点もあり、今後の課題と捉え
ている。

利用者の生活場面では主体的に参加できるように配慮して支援している
利用者の生活場面では、なるべく利用者に主体的に参加できるような雰囲気づくりを心掛けてる。その場合にも、利用者のできること・でき
ないことの見極めが非常に重要になってくるが、職員によっての気づきの差が大きくなっており、全体として、共通認識をもって支援に当た
れるかが、課題と捉えている。日常生活の中で、出来る事を捜して、利用者がやりたいと思っていることを一緒に考えていきたいと思ってい
る。出来ないこともどうしたら出来るようになるかをを工夫して、失敗体験にはならないように配慮しながら支援することを目指している。

利用者・職員にとっても好評の「自立支援食」の取り組みを継続実施している

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 

非該当 なし あり 

非該当 なし あり 

非該当 なし あり 

11／16



3 評価項目3

　　

評価

4 評価項目4

　　

評価

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

利用者の心身の状況の変化を見逃さないように注意している
利用者の心身の状況は、日々変化していく中で、タイムリーな対応に繋げるために、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、様々な生活場面において、常時利用者と接している介護職員の変化を気づく力量
が、タイムリーな対応に繋げる際の大きな要素であると捉えている。実際には、職員の異動も多く、継続して経過を追っていくことが難しい
場面も考えられ、ケアについての共通認識を持つことと職員の質の向上に向けての取り組みが重要であると考えている。

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

共同生活が楽しく快適になるよう工夫している
評点（○○○）

服薬管理については、服薬ボックスを使用して介護職員がセットして、ボックスから取り出す時や利用者に渡す時には、ダブルチェックをす
ること、利用者の名前の確認を徹底するようにしている。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、提携医療機関との
速やかな連絡体制など緊急時マニュアルを作成し、事業所全体での統一は図られている。利用者一人ひとりの状態や状況に合わせたケ
アになっているかどうか等、話し合いを重ね、その手順も明確にしていく必要も感じている。

利用者の体調の維持のためにはなるべく身体を動かす機会を作るようにしている
一日の生活の流れの中で、活動性の低下を防ぎ、生活リズムを整えるためにも、できるだけ身体を動かす機会を作るように心がけてい
る。午前のお茶の時間前にDVDを活用した全身体操や建物周辺の散歩、事業所内での歩行訓練などを取り入れて、機能低下に繋がらな
いように気を付けている。また、日常生活動作の中でも、動きを伴う動作については、利用者が自分自身で出来る事を一緒に考えて、なる
べく利用者が動かざるを得ない状況を作っていくことも大切なことである。一日の生活の流れの中で、自然に動く場面を作るように支援して
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ている

同じ屋根の下で生活する仲間という意識を持って暮らしてもらいたいと考えている
事業所は、1階から３階のフロアに分かれており、各フロアの利用者６人という少人数のグループホームである。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うことを大切にしている。各フロアごとの生活解除に終始してしまうのではな
く、利用者１８人を全職員でケアするという意識は浸透されてきている。利用者も、体調不良者（感染する恐れのある体調不良）がいないフ
ロアについては、自由に行き来を可能としている。職員にも、フロア単位で考えるのではなく、全員を見るという姿勢を求めている。

利用者一人ひとりに合わせた生活リズムを尊重することを最優先と捉えている
事業所の基本的な考え方として、利用者の意思の尊重ということを第一に述べている。つまり、利用者の意思が生かされるように、また、
意見を引き出すように努める。そして援助する側の都合に合わせたり、援助する側の論理で急がせないようにする。共同生活の中で、利
用者が決定し行動できるように働き掛けを行い、実現の方法を検討する姿勢を大切にしていきたいと考えている。しかし、その際、リスクを
予測し未然に防ぐ力量が伴わないと、事故に繋がる可能性もあることを鑑み、さらなる職員の質の向上が求められる。

居室やリビング等の共有スペースは利用者の安全性と快適性を重視している
利用者個人に合わせた居室整備を行っている。利用者の意見も聞きながら、一緒に考え、家具の配置も決める場合もある。リビングでは、
家庭的な雰囲気づくりを心掛けている。職員アンケートでも、「四季を感じる環境があり、ゆったりとしたペースで過ごせる」「外気浴が充実
しやすい環境にある」などの意見が見られる。共有スペースであるリビングは食堂も兼ね、キッチンがあるが、火の扱いはなく、常に職員を
一人以上は配置するように心掛けている。昼間はリビングで過ごす利用者も多い。

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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5 評価項目5

　　

評価

6 評価項目6

　　

評価

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

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（○○○○○）

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

評価項目5の講評

介護支援システムを最大限利用することで家族等への情報伝達をスムーズにしている
介護支援システムを導入したことにより、利用者の状況をシステムの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。毎月請求書を送付する際にも、写真等を同封して、利用者の日々の様子を知らせるようにしている。利用者個人のケア実施記録も
同様に閲覧可能だが、利用する方は限られており、面会時や電話でお知らせする機会も多くなってきている。その際に、家族等からの相
談や意見・要望を聴くようにしている。正面玄関内のモニター画面では、行事等の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ての対応等については家族等と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基づいて同意を得ている。重度化した場合や終末期
を迎え、どこまで当事業所で対応可能かも含め、説明して方針を共有している。特に、終末期の対応については、実際に終末期となる前
の段階で、家族等と再度話し合いを行い、看取りをどうするかの方針を共有のもと、実施している。看取りケアについては、職員の研修も
含め今後の課題でもあると捉えている。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。

家族等が参加できる行事を多く取り入れたいが現状では参加の難しさもある
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たいと考えているが、現実的には、参加の難しい家族等も
増えており、職員不足もあり、なかなか実現が難しい状況も見られる。一応、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、参加は自由として、1ケ月前より行事のお知らせとして電話・手紙での参加を促し、共に楽しめる企画を実施している。しかし、
行事計画書や報告書の作成が滞っている現状があり、反省点や改善点、予算の検討も難しい状態になっており、改善の必要性を感じて
いる。

自治体や法人内の事業者同士の情報交換や地域の会議に出席して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てい
る。そこで得られた情報は、会議等で職員に周知しているが、不十分感は否めない。地域包括支援センターとも連絡・相談を積極的に行
い、運営推進会議でも参加者からの意見・感想を聴いて、利用者支援に活かしていくことが大切だと捉えている。職員アンケートでも、全体
的に肯定的な回答が比較的少ない項目でもあり、職員の理解度アップへの取り組みが求められる。

地域の一員としてこの家で生活しているとの認識を大切に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・援助していくことを重要事項に捉えてい
る。この点については、職員間での共通認識となっているとは思うが、職員の異動も多く、その認識が徹底されて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するためには、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、今後の課題と捉え
ている。職員アンケートでもこの項目は、否定的な回答が比較的多い項目でもある。

近隣・地域住民に利用者・事業所についての認知度が低い傾向がある

評価項目6の講評

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

運営推進会議では、利用者の生活の様子や地域との関わりについての説明を行い、事業所の理解をしてもらうようにしている。しかし、運
営推進会議のメンバーには、地域の民生委員は参加しているが、地域住民との関わりのある自治会からの参加はほとんどないのが現状
である。今後、地域に根差した運営を可能とするためには、自治体活動への参加や地域住民を招いた活動等を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への参加はしているが、住民としての日常的な関わりは少ないように思われる。

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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〔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31年度（2019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（○○）

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

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

事業所で起こるリスクをあらかじめ想定し対策を講じている
感染症に関しては、最新情報を常に入手できるよう努め、発生や流行の兆しがある場合は、事前に感染症予防及び感染時の対応方法の
資料を職員全員に配布し勉強会等を開催して周知している。また、災害等に関しては、心得（手引書）やマニュアルをいつでも活用できる
状況にしており、火災や震災に備え、消防法に基づいた計画を作成し、消防署との連携を図っている。さらに、防犯カメラの設置や全館出
入口への施錠など侵入者に対するセキュリティー対策を行うなど、リスクマネジメントの取り組みをしている。

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）

苦情解決制度については口頭または書面にて説明すると共に施設内に掲示し伝えている
苦情解決制度や事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることは、契約前、契約時、入所後など様々な機会を利用して口頭または書面
にて説明している。また、施設内の各フロアやエレベーター内に苦情相談窓口に関する情報を掲示し伝えている。苦情があった場合には、
施設長やケアマネジャーが相談・苦情シートを作成し全体に周知している。相談・苦情内容については朝の申し送りや職員会議等で話し
合い対応策を決定している。フィードバックは、緊急性や切迫性など内容により異なるが、１週間以内に回答できるように努めており、施設
長が回答している。

内部研修や外部研修、職員の個別面談などを行い虐待防止に向けた取り組みをしている
施設では、人権・虐待に関する勉強会や接遇マナーに関する勉強会などの内部での研修を委員会を中心に企画し計画的に実施している
とともに、身体拘束・人権擁護などの外部で開催する研修にも職員を参加させるなど、虐待防止に向けた取り組みをしている。また、虐待
が疑われる場合には、早急に事実確認を行い、緊急委員会を設置し、その委員会で話し合い対策を講じている。さらに、施設長が職員の
個人面談を定期的及び必要に応じて随時行い、職員の悩みや思いを聞きだしストレスを軽減する取り組みをしている。

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 
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〔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）〕 平成31年度（2019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

内容②

タイトル③

6-4-1

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

利用者の状況を的確に把握し、その利用者にとっての自立生活への支援とはどうあるべきかを職員間で共通認識
することが重要であると捉えている。職員の異動も多く、仕組みも形骸化している点も見られ、もう一度、基本的な考
え方に立ち戻る必要を感じている。認知症という病気は発症しているが、利用者一人ひとりが尊厳を持った人間であ
り、その有する能力に応じた自立した生活が継続できるように必要な支援を提供する。その為には、アセスメントの
内容、ケアプランの作成方法の再確認を含め、利用者主体ですべての業務を考えていきたいと考えている。

利用者にとっての自立生活の意味を職員間で共通認識してケアプランに基づき支援を行う

同じ屋根の下で共同生活する仲間としての意識を持ち個別支援を大切にしていきたい

内容③

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

事業所は1階から３階のフロアに分かれており、各フロア利用者６人という少人数で生活している。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も持つことを大切にしている。各フロアだけでなく利用者１８
人を全職員でケアするという意識は浸透されてきている。ただし、職員同士で批判的や否定的、一方的な態度も見ら
れ、フロア単位での対応に終始してしまう傾向もある。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へ向けて個別支援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②

タイトル②

事業者が特に力を入れている取り組み①

タイトル① 職員間の情報が効率的に共有でき、利用者家族にもリアルタイムで情報を提供している

内容①

施設では、毎日、朝と夕方に申し送りを実施し利用者の状態変化や連絡事項等を伝達しているとともに、介護支援
ソフト内の利用者の記録や伝言板・掲示板、日誌、申し送りノートを活用して、必要事項の伝達を行い職員全体に周
知している。介護支援ソフトは事業所内に設置してあるパソコンであれば、職員がどこからでも入力や閲覧ができる
仕組みとなっており、利用者家族もインターネット経由で日々の記録をPCやスマホで閲覧できるなど、職員同士で必
要な情報が効率的に共有できるとともに、利用者家族にもリアルタイムで情報を提供している。

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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〔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）〕 平成31年度（2019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

事業所の目標を、すべての業務は利用者主体で考えて行う。失敗は否定や批判せず、なぜ上手くいかなかった
のか、どうすれば上手くいくのかを一緒に考えて実践すると定め、この目標を浸透させていきたいと考えている。
反省材料として、事業所として目指すもの、目標を明確に示されていなかったことを挙げており、今後個人面談
や会議等を活用して伝えていくことにしている。自立支援等の職員間で共通認識という点になると、理解度にば
らつきも見られ、人員不足、職員異動も多い中、今後の取り組みに期待したい。

同じ屋根の下で生活する仲間という意識を利用者・職員ともに大切にして普通に暮らしていくという
点を基本的な考え方としている

１フロア６人の少人数で３フロア３階建ての事業所であり、職員アンケートでは、個別性に特化した生活支援が
実施できる環境、比較的に見守りが行き届く距離にある等、個別ケアに対しての肯定的な意見が見られる。担
当フロア固定されていないので、他のフロアに手伝いに行ける、業務スケジュールが緩やか等の意見もある。基
本的な考え方として各フロア６名の利用者をケアするのではなく全職員で１８名をケアするとしているが、フロア
単位での決定事項も多く、各フロア任せになっている面も否めず、事業所全体としてのケアの方針の周知徹底
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運営面では継続が難しい点もあ
り改善が望まれる

少人数制で個別の対応・把握がしやすい反面フロアごとでのケアで終始してしまい事業所全体として
ケアへの共通認識を高めることが望まれる

3

計画作成担当者に個別指導しケアプラン作成が実践できるようにしていきたいと考えている

ケアプランの作成時は、アセスメントシートで利用者の心身の状態を確認し課題を明確にすると共に、利用者や
家族等のサービスに関する意向を確認しプランに反映している。ケアプランは、各フロアーの計画作成担当者
が作成しているが、人事異動により計画作成担当者が一新され、ケアプラン作成に不安があるとの意見が出て
いる。このことを踏まえ、来年度は介護支援専門員を中心にケアプラン作成手順の研修を実施し、その後、各フ
ロアの計画作成担当者に個別指導し、ケアプラン作成が実践できるように計画しているので、来年度の実施内
容に期待したい。

事業所としての基本理念や運営方針は、法人内で共有されており、人事異動で管理者が替わろうとも、それは
継続されているとは思われる。しかし、いろいろな特別な事情があるにしても、年度途中の管理者交代の影響は
大きいものがあると考えられる。日々の利用者の生活を支援していくなか、その場にいる職員がケアの実施を
進めていくわけで、管理者と職員間で協同して作り上げるという要素もかなり大きな点であり、管理者が替わる
ことで、継続が難しくなってしまう懸念もある。職員育成も含め今後の大きな課題と考えられる。

《事業所名： 　ウェルケア立川》

2

さらなる改善が望まれる点

1

2

1

3

特に良いと思う点
見学者には入居後の生活の様子を分かり易く伝えるための工夫をしている

施設見学は、事前に申し込みの受付を行い、見学の目的に合わせて対応しており、入居希望目的での見学者
に対しては、入居の説明や施設内の案内は施設長が対応することとなっているが、不在の場合でも他に数名の
職員が対応できる体制になっており、急な来訪者にも対応できている。また、見学者には、施設での基本的な
サービス内容に併せて、家庭的な雰囲気であることや人員配置が手厚いなど施設の特徴について説明してい
る。さらに、入居後の施設での生活の様子を分かり易く伝えるために、利用者の日々の活動のスライドショーを
活用して説明している。

同じ屋根の下で生活する仲間として、普通に暮らしていくために大事にしていることとして、利用者の意思の尊
重ということを第一に挙げている。つまり、利用者の意思が生かされるように、また、意見を引き出すように努
め、援助する側の都合に合わせたり、援助する側の論理で急がせないようにする。共同生活の中で、利用者が
決定し行動できるように働き掛けを行い、実現の方法を検討する姿勢を大切にしていきたいと考えている。それ
が、利用者の自立支援に繋がり、その人らしい生活が出来ることになっていくと考えている。

「職員は利用者の生活の質の向上のために頭を使い身体を使う」との基本方針のもと利用者主体で
すべての業務の見直しに取り組んでいる
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