
福祉サービス第三者評価結果報告書【令和3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 9 月 19 日

利用者調査票配付日（実施日） 年 11 月 1 日

利用者調査結果報告日 年 12 月 20 日

自己評価の調査票配付日 年 11 月 1 日

自己評価結果報告日 年 12 月 20 日

訪問調査日 年 1 月 4 日

評価合議日 年 2 月 1 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

指定番号

所在地　

土方　尚功

小林　郷子

修了者番号

191-0062〒　

2021

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

〒

浜村　多佳史

186-0004

1373400546

評価者氏名・担当分野・評
価者養成講習修了者番号

所在地

H1601016

H0902025

高齢者グループホームウェルケア国立

事業所連絡先

℡

東京都国立市中2-13-57

評価者氏名

藤永　清和

042-580-2238

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）

2021

2021

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、

2022

2022

サービス項目を中心とした評価手法を採用し評価者2名が評価した。場面観察に先立ち
ウェブサイトや他の公開された資料を調べた。訪問調査では書類の確認をしたのち、施
設長に対するヒアリングを行った。場面観察、訪問調査の都度評価者間の合議を行い、
原稿を持ち寄り最終合議を経て報告書を作成した。家族へのアンケート調査は匿名性を
確保するため、回答は評価機関への直接郵送とした。職員へのアンケートは評価項目で
はなく標準項目レベルで回答を求め、職員の意見を数量化、グラフ化して比較・分析し
た。

2021

2021

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）〕 令和3年度

《事業所名： 高齢者グループホームウェルケア国立》

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）利用者の基本的人権が保護される支援を実施します
２)利用者が安心して家庭的な生活が出来るように支援します
３)利用者が生きがいを持って生活出来るように支援します

利用者に対する敬う気持ちを大切に寄り添う介護を実践し、自身の考えを皆と共有して取り組む姿勢を求めています

個々の担当利用者を中心に日々の変化を見逃さずにケアにあたる勤務の姿勢

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）〕 令和3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》

6
5

83.3

6

《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》

　《事業所名： 高齢者グループホームウェルケア国立》

調査対象

定員6名であり、2021年11月は女性6名であった。平均要介護
度は2.7であり、平均入所期間は2年3ヶ月である。認知症高齢
者の日常生活自立度は、IIa3名、IIb1名、IIIa2名である。全員
が食堂で食事を摂り、趣味の活動に参加している。

総合満足度は、「大変満足」1名、「満足」4名で、満足以上は5名、全回答者の100％である。総合意見には、「終末期を
迎えているので、病院ではなく、不要な治療なく、適切な処置を受けながら、グループホームに最期までいられると良い
と思っています」、「ホームの皆さんは本当によくやっていただいていると思います。時間帯によっては、皆さん忙しそうで
（あるいは人数が少ないのか？）、何か頼んだり聞いたりするのをためらってしまうことがあります。仕方のないことなの
かな。本人は『みんな本当に優しいよ』と言っています。ありがとうございます」などのコメントがあった。設問別の意見は
ほとんどなかった。なお、場面観察は11月29日15時から評価者2名で実施した。

リビングでの過ごし方は、新聞を読んでいる人、雑誌を見ている人、何もせずお喋りもせずそこに居るという状況の人も
いる。テレビをつけているが、特に見ている様子はなく、それを話題にするわけでもない。利用者はリビングで落ち着い
て過ごしており、動きも少なく、静かな雰囲気である。おやつのお菓子は、利用者の状況に応じて、袋のままや開封して
食べ易く切って出し、食べるように促したり、水分摂取にも気を付けている様子が窺われた。おやつが終わり、職員がこ
とわざゲームをしようと提案し、テーブルを囲んで始まる。皆慣れている様子で、職員の言葉に続いて、ことわざを完成さ
せる。補聴器をつけている人の傍に職員が座り、耳元で言っているのを見て、続きの正解の言葉を小さな声で言ってい
る人に対して、大きな声で答えていいですよというような職員の反応であったが、その人に教えてあげているようにも感
じられ、違う声掛けがあっても良かったのかなとも思われた。話の輪への参加はなかった人が、ことわざについては的
確に答えている。それに対して職員の反応は少なく、全く参加しない人に対しての働き掛けもあまり見られなかった。

午後のおやつの時間から夕食準備が始まるまでの時間で、職員に誘導されて入浴する人・部屋に戻り昼寝をする人・リ
ビングにいる人等、ゆったりとした時間が過ぎていくリビングでの場面。全員で6人という小さなグループホームであり、
のんびりと過ごしている様子が窺われる。そのうち、入浴や昼寝を終え、利用者がリビングに戻ってきて、体調不良の
為、居室で過ごしている一人を除き、おやつの時間となる。リビングで一つのテーブルを囲み、夕食の準備をするまでの
間の様子を観察した。

アンケート方式、場面観察方式
12月に事業所から利用者家族にアンケート用紙を配布し、評
価機関へ直接郵送する方法で回収した。場面観察は、おやつ
の時間から2名の評価者で実施した。

調査方法

6
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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

5 0 0 0

5 0 0 0

5 0 0 0

5 0 0 0

4 1 0 05．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」回答は4名（80%)であった。「概ねよくやっていると思います」、「実際に、そのような場面にあったことがないが、信頼できると感
じる」とのコメントがあった。

実数

コメント

共通評価項目

「はい」回答は5名（100%)であった。特にコメントはなかった。

ご利用者、一人ひとりの関わり合いについて、見つめなおす必要があると思います。
よりよい介護を目指す中で、いかにその人の思いに添った介護ができるのか、今一度考えてみたいと思います。

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

「はい」回答は5名（100%)であった。特にコメントはなかった。

「はい」回答は5名（100%)であった。特にコメントはなかった。

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

「はい」回答は5名（100%)であった。特にコメントはなかった。
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5 0 0 0

3 2 0 0

4 1 0 0

5 0 0 0

3 1 0 1

3 0 1 1

「はい」回答は3名（60%)であった。「分からない」とのコメントがあった。

「はい」回答は3名（60%)であった。「分からない」とのコメントがあった。

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

「はい」回答は5名（100%)であった。「分からない」とのコメントがあった。

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

「はい」回答は5名（100%)であった。特にコメントはなかった。

「はい」回答は3名（60%)であった。「今は、玄関で本人に会うだけで、部屋に行けないので、分からないことがある」とのコメントがあっ
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

「はい」回答は4名（80%)であった。特にコメントはなかった。
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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）〕 令和3年度

《事業所名： 高齢者グループホームウェルケア国立》

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

6人というこじんまりとしたグループホームで、住宅地のなかの3階建ての3階部分で、１，２階には併設している小規模多機能型居宅介護
が使っており、交流も多く楽しく過ごしている様子を利用希望者等に対して紹介している。但し、今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の
影響もあり、外から通ってくる方との交流は、ほとんど制約されてしまい、今までとは異なってしまった面もあるが、ここが自分の家という意
識を持ってもらえるよう取り組んでいる様子を紹介するように努めた。

利用希望者等の問い合わせや見学の要望には適時個別対応している
利用希望者等の問い合わせがあった場合には、見学も含め、適時個別対応するようにしている。しかし、実際にはグループホームだけと
いう形での問い合わせや見学は少なく、併設している小規模多機能型居宅介護も含めた問い合わせや見学が多い。グループホームの登
録者や待機者は少ないのが現状であり、長い期間空床になった時期もある。併設していることで、慣れている職員が継続して関われること
から、小規模多機能型居宅介護からの移動するメリットがある点も強調している。

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

法人では早期からインターネット環境を整備していることもあり情報提供は充実している
法人が、介護業界としては比較的早期からインターネット環境を整えていることもあり、ホームページは充実しており多くの方に目を通して
もらっている。特に、最近はネットで調べることが結構広まっていることもあり、問い合わせの際にもネットで見たとの声もよく聞かれる。適
時、更新を重ね、写真等も取り入れてわかり易いホームページになっている。併設している小規模多機能型居宅介護の説明もあり、利用
希望者や関係者にとっても有益な内容になっている。同時に、法人内の他の介護サービスにもアクセスできるようになっている。

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）での生活の様子を紹介している

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

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

契約の際には、重要事項説明書に基づき、具体的に説明するように心掛けると共に、ここでの生活がイメージできるようにしている。併設
している小規模多機能型居宅介護事業の利用者からの移動もあり、全く初めて利用する方もあり、その方の状況に応じて、説明している。
いずれにしても、生活の主体は、利用者であり、自己決定を尊重すること、一律のルールやスケジュールで管理した運営はしないことを強
調している。そのうえで、サービス内容や利用者負担金等についても説明している。

利用者と家族等の意向を確認し望ましい生活を送ることが出来るように心掛けている
サービス開始時には、状況に応じて、出来るだけ家族等だけではなく、利用者本人にも見学をしてもらい、個々での生活をイメージできる
ように取り組んでいる。家具や使い慣れた箸や湯呑、茶碗などを持参してもらい、馴染みのあるものに囲まれた生活になるようにしてい
る。なるべく、利用前の生活を前提に、アセスメントを行い、利用者本人や家族等の意向も確認しながら、ケアプランを作成し、支援できる
ようにしていきたいと考えている。

サービス開始時には馴染みの関係が出来るまでは特に配慮している
併設している小規模多機能型居宅介護からの利用者の場合は、「宿泊」を経験している利用者が多いこともあり、比較的スムーズに移行
できている。新規に利用する場合は、特に馴染みの関係が出来るまで、最大限の配慮をすることとしている。アセスメントの際にもサービ
ス利用前の生活を踏まえ、可能な限りそれに近づけるような生活パターンを心掛けて、支援している。サービス終了時には、ケアプランや
情報の引継ぎを確実に行うようにしている。今年度は、他のグループホームに移動された方がいたが、それ以外の移動はなかった。

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

利用開始時の説明は利用者の状況に合わせてわかり易く説明するように心掛けている

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

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
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

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

利用者の希望や家族等の要望を取り入れたケアプランを作成し支援に繋げている
システム上では、アセスメントからケアプランを作成し、個別援助計画に沿って、利用者支援を実施するという一連の流れが定められてい
るが、それを具体的に実施するには、携わる職員がどう理解して、仕事に取り組むかということが大事になってくる。利用者の希望や家族
等の要望を把握し、どのようにケアプランに繋げていくかが、重要であると捉えている。しかし、職員アンケートでは、個別援助やアセスメン
トを上手に活用できていないとの意見も述べられており、改善に向けての取り組みも必要となってくるものと思われる。

利用者の状況等に関する情報を職員間で共有するために申し送りノートを活用している
事業所では、併設している2事業で職員体制も一体化で勤務していることもあり、申し送りノートの内容は、両事業に関しての利用者の状
況や伝達事項が書かれている。情報としては、どちらの事業の勤務になって、支援を担当する職員全員が共有して活用できているとして
いる。職員全員が介護記録も閲覧できるようになっているが、それらに目を通し、どう活用するかということは、職員それぞれの技量に左右
される面もある。思い込みもあり、夜勤専従だけという職員も多いことから、口頭での申し送りも含め検討材料であると捉えている。

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

基本的なアセスメントから個別援助計画までシステム上で管理されている
法人として、早期からインターネット環境の取入れには力を入れて取り組んでいることもあり、介護ソフトを利用して、評価・記録等は管理さ
れている。利用者一人ひとりのニーズの把握から、課題を明確化する手続き等は定められている。記録も確実に記載、職員間で共有でき
るようになっている。定期的なアセスメント、状態変化時や介護認定更新時にも対応されている。全職員で、記録を閲覧し情報共有するこ
とになっているが、勤務体制的に夜勤専用職員もいることから、必ずしも情報伝達が上手くいっているとは言えない部分もある。

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

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

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

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1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

利用者の感情や意思を理解して、利用者本人の気持ちを推測して、その同じ立場に立ったうえで、対応できるようにしていきたいと考えて
いる。実際には、職員側の都合で、進めてしまう場面も見られ、難しさも感じている。利用者の言葉をそのまま鵜呑みにしてはいけない場
合もある。利用者の「ノー」が本心の「ノー」なのか見極める技量が必要であり、関わる職員の方にそれを見極めるスキルが求められる。と
ともに、自己選択できるような声掛けのスキルが求められる。これらは、マニュアルがないので、経験値を積み重ねていく必要を感じてい
る。

グループホーム内は自由な生活空間であり一律のルールやスケジュール管理は行わない
グループホーム内は、利用者にとって「自由な生活空間」であることを大前提として、利用者一人ひとりの価値観や生活習慣に配慮した支
援をすることを目指している。一律のルールやスケジュールで管理することはせず、利用者本人のペースに合わせた生活リズムで過ごし
てもらえるようにしている。そのため、就寝や起床、朝食・夕食等は、なるべく自由に本人のペースに合わせて対応できるように心掛けてい
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

基本的人権が保護される支援とはプライバシー保護を徹底することと考えている
運営の基本理念の第一に、利用者の基本的人権が保護される支援を実践すると謳っており、毎日の生活の中であらゆる場面において基
本的人権が守られるよう、細心の配慮を持って支援するとしている。生活の主体は利用者であり、自己決定を尊重することを基本方針とし
ている。個人情報保護規定を契約時に同意文書に署名をもらい、個人名の記載されている文書等は裁断して破棄すること、利用者のプラ
イベートな空間の出入り等の際にもプライバシーを配慮した支援を心掛けて対応している。

日常の支援に当たっては個人の意思の尊重を大切にして支援を行っている

3. 利用者の羞恥心に配慮した支援を行っている

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

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

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

「心得」　の内容は、相当広い範囲をカバーしており、研修の際にも活用できるような内容になっている。職員全員の共通のマニュアル本と
しての活用が望まれる。毎日のミーティングを確実に実施して、その日いなかった職員にも伝達するようにはしている。申し送りノートも活
用して、業務の標準化を目指しているが、理解の仕方は、職員千差万別であり、なかなか統一したケアというのは難しい面も多い。ケアの
基本となる手順書の整備は今後必要度は増すものと思われ、「心得」の活用に向けて今後の改善を期待したい。

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

サービスの基本事項や手順等については「心得」の冊子を作成している
事業所が提供しているサービスの基本事項や手順書やマニュアルとして、「心得」という書類を作成しているが、充分に活用されていると
は言えない状況である。職員アンケートでも、マニュアル等古い情報があり、修正・更新が出来ていないとの記述も見られる。毎日ミーティ
ングにより、課題を整理して統一を図っているとしているが、勤務体制で、夜勤専従の職員も多く、夜勤から早番職員への申し送り、日勤
帯から夜勤への申し送り等当然実施されているが、全体の中で検討する機会が少ないこともあり、利用者ケアの統一という点では、問題
もある。

「心得」は随時見直しをして実際に活用できるものにしたい

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

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

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

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

昼食の準備や片づけなどの手伝いをできる範囲で対応している
利用者の中に包丁を持って野菜を切れる人もいるが、現在は法人全体で感染対策に注力しているので、利用者がやりたくてもできない。
それでも、昼食の準備や片づけなどの手伝いをできる範囲で対応している。食事席は、利用者同士の相性や食事介助などを考慮して決
めている。冷蔵庫に食事表が貼ってあり、利用者ごとの粥などの食事形態情報が一目で分かるようにしている。おやつ時には、カップケー
キを自分で袋から出し紙をはがして食べる人と職員が紙をはがして提供する人がいる。

利用者本人のペースで掃除や食事、入浴等をできるよう対応を心掛けている
出来ることが限られて来ているが、なるべく主体的に生活を送ることが出来るように配慮している。そして、掃除や食事、入浴や就寝等、利
用者本人のペースに合わせて対応するよう心がけている。たとえば、利用者の中には、20時までテレビを見ている人もいる。また、風呂に
入りたくない日は別の日に変更し、その人の気分にも配慮している。風呂は1日2名で週2回入るようにしている。安全を確保したうえで、可
能な人には部分介助とし、本人のできる範囲は自分で洗身するようにしている。

利用者の状態に合わせてチームで統一した支援方法を検討している
居室ごとの担当者がおり、毎月のモニタリングに於いて現在の状況を確認し支援するよう努めている。提供するサービスが職員ごとに異
なると利用者の混乱を招くので、チームで統一したサービスを提供するよう目指している。そのために、利用者の状態に合わせた支援方
法をミーティングなどで検討している。その他、利用者本人による実施が困難な介護保険の更新やインフルエンザの問診などの支援をし
ている。また、家族に承諾を得て、新型コロナワクチン接種の支援をした。

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

ある利用者は、「高齢になり自分で生活するのが難しくなって、家族に迷惑をかけたくない」と思い入居を決めた。家族は、自宅の近所の施
設なので何かあってもすぐに行けるので安心できた。そして入居後、家族が来た時に利用者の表情を見て、明るくなったと言われる。その
人らしさは、生活歴と実際に施設での暮らしの様子からその人の満足できるあり方にあると考えられる。わずか6名の小さなグループホー
ムであるが、1人ひとりの性格や相性があり、重度化者と自立者の共同生活における支援の仕方については検討すべき課題がある。

グループウェアを活用し、多職種が連携して利用者の支援を行っている
グループウェアを活用して各利用者の様子やその他の伝達する必要のある情報を職員に配信している。そして、早番から遅番、遅番から
夜勤、夜勤から早番へと口頭で申し送られる。しかし、夜勤専門職員は、利用者の昼間の様子を見ることがなく、日勤専門職員は夜の様
子を見ることがないので昼夜の連続性が課題となっている。それでも、食欲がなく、低栄養状態の上、圧迫骨折して同じ向きで寝るため褥
瘡ができた利用者について日勤も夜勤もチームで連携し、看護師が対応して半消化態栄養剤とエアマットを導入して改善した事例があ
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（○○○○）

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

計画書を元に、個別対応表を活用して自立支援を行っている
施設サービス計画書には、利用者自身の思いと家族の思い、施設の総合的な援助の方針、個別の目標が記載されている。そして、全利
用者の目標と1ヶ月分の記録を書けるA4用紙1枚を用いて支援している。利用者が6名の少人数なので、1枚の用紙で全員の状態が把握
できている。このA4用紙には、たとえば、「レクや活動を促す」、「傾聴」、「天気の良い日は散歩」などの目標が記載され、記録には、「こと
わざ」、「外気浴」、「歌」、「体操」、「畳物」などその日のことが簡潔に記載されている。

その人らしい生活・その人が満足できる生活ができるよう支援している

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

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

4 評価項目4

　　

評価

食事席は相性などを考慮して決めており、混乱しない範囲で適宜変更している
利用者同士のおしゃべりはそのままに、利用者同士の交流を大切にしている。食事の席はその時々の状況や利用者同士の相性に合わ
せて利用者が混乱しないように配慮しながら適時変更している。また、時には好きな席に座り気分転換を図っている。評価員が訪れた時
の職員は快活で利用者によく声を掛けていた。利用者自身が自分で楽しめる人には干渉しなくて良い。自分で娯楽を見つけられない人に
どのような支援ができるか、個人的趣味、娯楽をどのように定期的に実施するかが課題に挙げられている。職員が楽しめることが大切で
ある。

利用者本位を念頭に、自己選択が出来るよう心掛けている
基本的には6時起床、20時就寝であり、食事や散歩、お茶の時間は決められているが、利用者の意思を尊重し、消灯、起床の時間は原則
として自由である。昼食後は14時まで食休みとし、臥床している。その後フロアに起きてきて、それぞれ新聞を読んだり、利用者同士おしゃ
べりしたりして過ごしている。その間にその人の好みの服を選んでから入浴している。入浴したくない人は時間や日を改めている。こうし
て、何かする場合にも自己選択が出来るよう努めている。

クッションフロア、床暖房、手すりなどの設備により安全で快適な環境としている
必要な場所には、手すりを設置し、クッションフロア、床暖房の設備を完備しており、手すりにより転倒を予防し、万一の転倒時にもけがを
最小に抑えるようにし、転倒リスクを低減させている。そして、今年度の計画で、「安全・安心を基本に生活を見直します。衣食住すべての
角度から点検し、リスクを取り除くことを目指します」と謳っているように、リスクの点検をして安全性に配慮している。また、換気を励行し、
冬季の乾燥対策に室内を加湿して、健康と快適性に配慮している。

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

散歩や外気浴、体操、ゲームなどで体を動かす機会を設けている
下肢筋力と体幹を鍛えて転倒リスクを低減させ、筋力維持のための運動と拘縮予防はさらなる強化が必要と事業所は考えている。アク
ティビティーとして、食器拭きや洗濯物畳み、縫物、体操、ゲーム、風船バレーなどを行っている。そして、一部の利用者は家族と散歩して
いる。趣味活動としては歌が多く、カードゲームやことわざなどの言葉遊び、季節の装飾づくりやカレンダーづくりを実施している。これらの
活動・作業に関しても意思確認を行った上で対応している。

利用者が急変した場合には、家族に連絡した上で医療機関に連絡する体制としている
毎朝バイタルチェックを実施し、食事、水分量、排泄状態を記録し、異常の早期発見に努めている。夜間は2時間に1回巡回し、急変のない
ことを確認している。その上で、病気や負傷などにより検査や治療が必要になった場合には、主治医又は事業所の協力医療機関と連絡を
取り必要な治療などが受けられるよう支援している。そして、サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合には、
家族に連絡の上速やかに主治医や医療機関への連絡など必要な措置を講じる。夜間における緊急時の対応のために協力医療機関と連
携を取っている。

共同生活が楽しく快適になるよう工夫している
評点（○○○）

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

毎朝バイタルチェックし、顔色、調子の確認をして心身状況に応じて健康管理している
当事業所では、万一の新型コロナウイルスのクラスター発生を防止するためにウイルスを拡散させない陰圧装置を確保している。歯科医
師指導の下、月２回歯科衛生士が口腔ケアを実施し、現在の口腔機能の維持を図っている。また、職員への指示、指導も行っている。利
用者一人ひとり、日々の状態を把握するために、毎朝バイタルチェックを実施している。また、食事、水分量、排泄状態を記録し、異常の早
期発見に努めている。薬は全部、曜日ごとに人の名前とともに管理している。さらに、眠りスキャンを導入し、睡眠状態を把握している。

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

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

利用者の楽しみとボランティアのやりがいのためにボランティアの活用を再開したい
当事業所はもともと、催し物が出来るボランティアを積極的に受け入れている。それは、利用者の楽しみのためであり、練習したもののお
披露目の場として活用してもらうことも意図している。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためボランティアの受け入れはでき
ず、ハーモニカ、傾聴、ピアノ演奏会、蕎麦打ち、アロマハンドマッサージなど、ことごとく中止となった。様々な企画が中止となり、利用者の
楽しみが減っているが、ボランティアとオンラインでの交流も検討したい。

評価項目6の講評

地域防災センターのハロウィンで子どもらにお菓子を渡した
今までも地域の情報を常に収集しており、利用者の希望を叶えるよう努めている。そして、地域防災センターで開催される国立市でだれで
も楽しく過ごせる子ども食堂であるたまご食堂に散歩がてら観に行き、孫世代と交流を図っている。また、隔週で開催される音楽会に行け
る利用者は参加している。さらに、今年度は地域防災センターのハロウィンを手伝い、子どもたちにお菓子を渡した。新型コロナ感染症拡
大の中でも、一年を通じて近隣散歩をしており、感染予防のため車窓からではあるが花見ドライブを実施した。

地域と関わる様々な行事を企画しているが、昨年度は中止せざるを得なかった
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、夏の季節を感じ、味わうための夏祭りは施設内での盆踊りとした。また、毎月第4木曜日に
地域に住んでいる高齢者の集いの場として提供していた「地域お食事会」も中止となった。さらに、昨年度は、運営推進会議4回が中止し、
報告のみとした。その他、11月の国立市商工会議所青年部主催の国立天下市も中止・延期となった。この状況下で、散歩、外気浴などの
外出活動を通じて、健康維持に努めるとともに、近隣の方との交流を含め、事業所の周知を兼ねた取り組みとしている。

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

新型コロナの影響で中止となっているが、本来は多くの行事を実施している
本来は居室で面会していたが、新型コロナウイルス感染防止のため家族は中に入れず、玄関先での面会か、屋外の散歩にしている。昨
年度は家族の参加できるすべての行事が中止となった。かつては、花見や誕生会、夏祭りなど、家族が参加できる行事には案内状を送っ
て参加を募っていた。また、運営推進会議を体験型として年２回開催し、消防訓練・防災訓練等を実施して参加者にも体験して貰ってき
た。しかし、運営推進会議も書面による報告のみである。このように、新型コロナの影響で中止となっているが、本来は多くの行事を実施し
ている。

重度化した場合や終末期の対応は家族等と十分に話し合っている
不要な治療をせず適切な処置を受けながら、病院ではなくグループホームに最期までいられるよう希望する利用者・家族は多い。利用者
の重度化・終末期の対応については、契約時に看取りに関する指針に沿って、医療体制・緊急時対応・家族との連絡体制の確保等を丁
寧に説明している。しかし、実際にそのような状況に直面しないと実感できないものである。また、当事業所で対応が難しくなった場合には
他の施設を紹介する。そして、看取り期に入った際には、事業所・家族・本人・医師が共同して対応している。

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

介護ソフトを活用して日常の様子を報告し、制限はあるが面会も可能としている
日常の様子は、介護ソフトで随時家族に報告している。システムを利用していない家族には、毎月プリントして送付している。その他、必要
時やモニタリング時に家族等と連絡を取り、利用者の現在の状況を知ってもらうとともに、要望を聴いている。新型コロナウイルス感染防
止のために家族の面会は制限されているが、緊急事態宣言解除後は15分までの玄関先での面会を可能とし、さらに、屋外であれば感染
リスクが低減するので散歩も可能としている。

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

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）〕 令和3年度

《事業所名： 高齢者グループホームウェルケア国立》

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

感染症予防対策や事故の再発防止を中心にリスクマネジメントに取り組んでいる
今年度は、特に新型コロナウイルス感染症対策として、PCR検査を実施して、職員からの感染は絶対に起こさないように心掛けた。併設し
ている小規模多機能型居宅介護の利用者との接触もなるべく避けるようにして、行事等もグループホームだけで実施するように注意した。
事故の再発防止の取り組みとして、ヒヤリハットの段階で、対策を講じ、事故に繋がらないように取り組み、リスクについての情報を申し送
りノートで周知徹底させ、再発防止に努めた。グループホームは、災害時も事業継続をしていく必要があるため、事業継続計画の策定は必
須である。

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）

苦情解決制度の説明は契約時にしているが実際の苦情対応はほとんどないのが実情である
契約時に、必ず重要事項説明書で苦情解決制度についての説明と第三者の苦情窓口の説明もしているが、実際には、そこまで行く前に、
苦情や要望等は、事業所として把握できるようにしたい。出来る限り職員が時間をとり、話しやすい環境を作って、ていねいに苦情・要望等
を聞き取るように心掛けている。一応苦情については、苦情解決のマニュアルに則して対応することとしているが、活用する機会はそれほ
どないのが現状である。

利用者の気持ちを傷つけていないか職員間での感度を高めるように心掛けている
虐待防止を図るための指針を整備し、委員会の開催、職員研修を定期的に実施すると事業計画の中で定めている。今までのところ、虐待
事例はないが、職員研修やマニュアルを用いて、会議等で認識を高めることが大切であると捉えている。日々の利用者に対する対応やそ
の際の利用者の様子等について、反省会やミーティング等において話し合うようにしている。何気ない会話の中でも、場合によっては、相
手を傷つけてしまっていることもあり得るという認識を持って、振り返りが出来るような職場環境にしていきたいと考えている。

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

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、職員が相互に日常の
言動を振り返り、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

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（○○）

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（○○）

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）〕 令和3年度

《事業所名： 高齢者グループホームウェルケア国立》

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②

タイトル② 新型コロナウイルス感染拡大防止のために職員のPCR検査などの対策を取っている

事業者が特に力を入れている取り組み①

タイトル① 健康の維持のために、１日１回散歩や外気浴など外に出て日光浴を行うよう努めている

内容①

バイタルチェックの実施、入浴実施による全身状態の観察と把握に努め、身体状況を把握することで、往診時や受
診時に報告し早期対応に努めている。そして、下肢筋力と体幹を鍛えて転倒リスクを低減させ、筋力維持のための
運動と拘縮予防はさらなる強化が必要と考えている。また、アクティビティーとして、食器拭きや洗濯物畳み、縫物、
体操、ゲーム、風船バレーなどを行っている。特に、健康の維持のために、１日１回散歩や外気浴など外に出て日光
浴を行うよう努めている。一部の利用者は家族と散歩している。

6-4-3

利用者の健康を維持するための支援を行っている

内容③

インターネット環境は整備されていて、ホームページの内容も充実しており、情報発信の手段として活用している。写
真等も多く取り入れて、ここではどのような人が住んでいて、毎日を過ごしているのかを利用希望者だけではなく、地
域の人々に知ってもらう一助にしたいと考えている。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、外部との交流は難しい
状況になっているが、ここに来てもらい、こちらからも出掛けていき、地域の一員として生活していることを知ってもら
いたいと考えている。機会あるごとに、職員も一緒に出向いて、周知を目指して取り組んでいる。

6-1-1

利用希望者等に対してサービスの情報を提供している

事業者が特に力を入れている取り組み③

内容②

当事業所の利用者は認知症であり、常時マスクをきちんと装着することは困難である。また、マスクは心肺機能への
負荷もある。そして、外部から持ち込まない限り利用者が感染することはないのでマスクを装着していない。そこで、
新型コロナウイルスを持ち込まないことに注力している。その方法として、面会や外部者の施設内への立ち入り制限
である。さらに職員が感染していないことを確認するためにPCR検査を週1回実施している。加えて、万一の新型コロ
ナウイルスのクラスター発生を防止するために陰圧装置を確保している。

タイトル③ サービスの情報を発信する中で地域の一員としての周知を目指していきたいと考えている

6-4-3

利用者の健康を維持するための支援を行っている
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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）〕 令和3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

《事業所名： 高齢者グループホームウェルケア国立》

2

オンラインでの地域交流や動画サイトなどを活用して利用者同士の会話を充実させることも検討した
い

さらなる改善が望まれる点

6人というこじんまりとしたグループホームで、住宅地のなかの3階建ての3階部分で、１，２階には併設している
小規模多機能型居宅介護が使っており、交流も多く楽しく過ごしている。但し、今年度は、新型コロナウイルス感
染拡大の影響もあり、外から通ってくる方との交流は、ほとんど制約されてしまい、今までとは異なってしまった
面もあるが、ここが自分の家という意識を持ってもらえるよう取り組んでいる。職員の勤務や申し送りノート等は
共同にしており、一体化運営をしている部分も多い。職員が両方の利用者を知っているメリットは大きい。

1

2

1

3

特に良いと思う点
申し送りやミーティングにより共有情報を再確認し、スタッフの意思統一、連携などに努めている

利用者本位を念頭に、居室ごとに担当職員が対応し、利用者一人ひとりの希望や取り組むべき課題を検討し、
毎月のモニタリングにて状況を確認している。そして、早番、遅番勤務者同士（明け勤務者やグループホーム勤
務に関わる小規模スタッフも加わる事もあり）のミニミーティングを毎日実施し、利用者の状態の把握、意見交換
を実施している。さらに、グループウェアを活用して各利用者の様子やその他の情報を職員に配信している。こ
うして、申し送りやミーティングにより共有情報を再確認し、スタッフの意思統一、連携などに努めている。

インターネット上での情報発信により、事業所の場所の周知やサービス内容を知ってもらう一助と
なっている。

６人という小人数のグループホームではあるが、併設している小規模多機能型居宅介護と一体化運
営していることのメリットを活かしている。

法人が、介護業界としては比較的早期からインターネット環境を整えていることもあり、ホームページは充実して
おり、多くの方に目を通してもらっている。特に、最近はネットで調べることが結構広まっていることもあり、問い
合わせの際にもネットで見たとの声もよく聞かれる。適時、更新を重ね、写真等も取り入れてわかり易いホーム
ページになっている。併設している小規模多機能型居宅介護の説明もあり、場所と何をやっているところなのか
を近隣の住人にも知ってもらうことも含め、地域を生活圏として、地域の一員であるとの情報発信にもなってい
る。

3

かねてより地域とのかかわりを積極的に進めているが、新型コロナウイルス感染症を防ぐため、様々な活動が
できない状況である。このような状況の中で、たとえば、地域の高校生との交流をオンラインで開催するなど、イ
ンターネットを活用して「コロナ禍」にできる交流を広げることも考えたい。さらに、日々散歩や外気浴をしており、
月に一度ドライブして、車窓から季節を味わっているが、動画サイトを活用すれば、居ながらにして水族館や動
物園、世界旅行も音楽会の鑑賞もできる。これらを活用して利用者同士の会話を充実させることも検討したい。

勤務体制等一体化運営していることもあり、誰でもが関われるというメリットもあるが、連携が不十分
な点もあり今後の課題でもある

事業所では、併設している2事業で職員体制も一体化で勤務していることもあり、申し送りノートの内容は、両事
業に関しての利用者の状況や伝達事項が書かれている。情報としては、どちらの事業の勤務になって、支援を
担当する職員全員が共有して活用できるメリットもあり、職員全員が介護記録も閲覧できるようになっているが、
それらに目を通し、どう活用するかということは、職員それぞれの技量に左右される面もゆがめない。夜勤専従
だけという職員も多いこともあり、口頭での申し送りも含め、連携面では改善が必要な点もある。今後の検討材
料である。

重度化者の支援に関わる時間が多い中で、比較的自立度の高い利用者への支援も手厚くしたい

当事業所は利用者6名の小さな施設であり職員の数が限られる。そして、積極的に看取りを行っているため、1
日中ベッド上で過ごす利用者がいる。その世話のために関わる時間が多く、自立度の高い利用者への支援に
関わる時間がやや少なくなっている。日中活動として、食器拭きや洗濯物畳み、縫物、体操、ゲーム、風船バ
レーなどを行っている。そして、趣味活動としては歌が多く、カードゲームやことわざなどの言葉遊び、季節の装
飾づくりなどを実施している。それでも、個人的趣味、娯楽をどのように定期的に実施するかが課題に挙げられ
ている。
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