
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

1393400021

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

小規模多機能施設ウェルケア国立

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

小規模多機能型居宅介護（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。訪問調査に先立ち
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：小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）〕 令和3年度

《事業所名： 小規模多機能施設ウェルケア国立》

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いて取り組む姿勢を求めています

個々の利用者の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：小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）〕 令和3年度

利用者総数

アンケート 聞き取り 計
共通評価項目による調査対象者数 14 14
共通評価項目による調査の有効回答者数 10 10
利用者総数に対する回答者割合（％） 71.4 0.0 71.4

利用者調査全体のコメント

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

8 2 0 0

9 1 0 0

総合満足度は、「大変満足」5名、「満足」5名で、満足以上は10名、全回答者の100％である。総合意見には、「ウェルケ
ア国立さんには感謝しています。ずっとお世話になりたいと思っています」、「急な泊りや送迎に、親切丁寧に相談に
乗っていただいています。困っている時、的確にアドバイスしていただき、本当にいつも助けていただいています」、「ケ
アマネさんをはじめ、スタッフ・職員の方々に無理ばかり言っており、申し訳なくいつも思っておりますが、快くいつも対応
をくださり、本当に感謝しています」など感謝の言葉がほとんどであった。設問別のコメントはほどんどなかった。

実数

コメント

「はい」回答は9名（90%)であった。「細かな対応を常にしてくださり、助かっています」とのコメントがあった。

2．通いや泊りの際の過ごし方は、個人のペースに合っているか

共通評価項目

　《事業所名： 小規模多機能施設ウェルケア国立》

調査対象

登録定員24名であり、11月現在、男性3名、女性11名の14名
が利用している。平均年齢は86歳であり、平均要介護度は
2.8である。要介護度は要支援1から要介護5までおり、全員が
認知症である。

アンケート方式
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。

調査方法

14

1．予定外の利用要求に柔軟な対応がされているか

「はい」回答は8名（80%)であった。「無理対応していただいております」とのコメントがあった。
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10 0 0 0

8 2 0 0

8 2 0 0

7 3 0 0

9 1 0 0

6 4 0 0

9 1 0 0

6．職員の接遇・態度は適切か

7．病気やけがをした際の職員の対応は信頼できるか

「はい」回答は7名（70%)であった。コメントはなかった。

「はい」回答は6名（60%)であった。「実際に見ていないので、よく分からない」、「状況を詳しく教えてくださるので安心です」とのコメント
があった。

「はい」回答は9名（90%)であった。コメントはなかった。

8．利用者同士のトラブルに関する対応は信頼できるか

9．利用者の気持ちを尊重した対応がされているか

「はい」回答は9名（90%)であった。コメントはなかった。

「はい」回答は8名（80%)であった。「清潔で整理されてはおりますが、自由に移動できる空間が狭く、もう少し広い面積がほしいと思い
ます」とのコメントがあった。

5．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10名（100%)であった。「入浴・洗濯含め、助けていただいております」とのコメントがあった。

「はい」回答は8名（80%)であった。コメントはなかった。

3．日常生活で必要な介助を受けているか

4．職員から必要な情報提供・助言を受けているか
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10 0 0 0

10 0 0 0

9 1 0 0

9 1 0 0

3 7 0 0

「はい」回答は3名（30%)であった。コメントはなかった。

14．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9名（90%)であった。コメントはなかった。

「はい」回答は9名（90%)であった。「行き届くケアサポートを心掛けてくださり、家族としても心強いです。ありがとうございます」とのコ
メントがあった。

12．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

13．利用者の不満や要望は対応されているか

「はい」回答は10名（100%)であった。コメントはなかった。

「はい」回答は10名（100%)であった。「細かな要望にも、最大限聞いて下さいます」とのコメントがあった。

10．利用者のプライバシーは守られているか

11．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
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〔サービス分析：小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）〕 令和3年度

《事業所名： 小規模多機能施設ウェルケア国立》

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

介護サービス事業の中でも、どちらかと言えば、新しい事業であり、利用希望者のみならず、関係者においても理解が十分であるとは言え
ない面もあるのが現実である。そこで、パンフレットとは別に、「小規模多機能型居宅介護とは？」というチラシを作成し、具体的な利用事例
などを載せて、イラストも取り入れ、よりわかり易い説明を心掛けた。どのような方が利用して、何ができるかなど、なるべく具体的に理解し
てもらえるように考えて作成した。事業所の存在を知ってもらい、利用してもらえればという願いもあり、チラシを近隣の地域にも配布した。

利用希望者等への情報提供は他の介護サービスとの違いを明確にするようにしている

問い合わせや見学の希望には、随時対応している。その際には、小規模多機能型居宅介護事業につての説明書をパンフレットと共に渡し
て、説明している。小規模多機能型居宅介護事業でなければ対応が難しいケースや特徴が活かせる例などを具体的に提案するようにして
いる。医療施設、特にリハビリ病院から在宅復帰を目指す方の受け皿として、「宿泊」サービスや日に数回の「訪問」サービス（配食や排
泄、服薬の対応等）を利用することで在宅の時間を増やしていくことできると考えて、関係機関に出向いた際にパンフレット等を配布してい
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

法人として早期からインターネット環境を整えていることもあり情報提供は充実している

法人が、比較的早期からインターネット環境整備に取り組んでいることもあり、ホームページは充実しており、多くの人に情報提供は出来て
いるとの自負を持っている。特に最近は、ネット上で情報を得るということが一般的になっており、関係者も含め多くの方が目にしていると
思われる。適時、更新を重ね、よりわかり易いホームページ作りを目指している。小規模多機能型居宅介護事業については、地域での在
宅生活の継続を目指したものであることを踏まえ、より利用希望者等に理解してもらえるような情報提供を目指していきたいと考えている。

小規模多機能型居宅介護事業の特徴をよりわかり易く説明していくことを目指している

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

小規模多機能型居宅介護事業は、介護サービスの中では、比較的新しいサービスであり、特徴を十分理解されていない場合が多いことも
あり、利用者の状況に応じて、柔軟に説明するように心掛けている。重要事項説明書の中でサービス内容や利用者負担金等について説明
し、実際に利用が始まった場合の具体的な枠組みを理解してもらっている。特に、何が可能で、何が難しいかも具体例を示して、説明する
ようにしている。また、家族にどこまで協力してもらえるかということも必ず聞くようにしている。お互い納得した形での利用を目指している。

利用者と家族等の意向を確認し望ましい在宅生活を考えてサービス開始へ繋げている

サービス開始前には、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してもらい、開始後の在宅生活をイメージでき
るように取り組んでいる。介護を必要とする高齢者を総合的に在宅での生活が継続できるように支えるサービスであることを鑑み、利用前
の生活を前提に、アセスメントを行い、サービスを組み込んで対応できるように心掛けている。そこでアセスメントでは、利用者本人の状態
把握はもちろんのこと、住環境も含め、物的・人的環境にも配慮して、ケアプランを作成するようにしている。

利用開始及び終了時には生活の継続という点に気を配っている

新規利用の際には、利用者本人に合ったサービス時間や利用回数に配慮し、利用時間を短縮したり、訪問サービスを併用するなどして、
不安の軽減に努めている。さらに、電話等で家族との連絡を密に行い、慣れてもらうことを最優先にしている。また、苦情処理の説明も充分
に行い、なんでも言ってもらえる関係にしていきたいと考えている。。終了時には、法人内の他の介護サービスを利用する場合も比較的あ
ることから、スムーズに移行できるように、ケアプランや情報の引継ぎを次の担当者に行っている。他事業所との連携については不十分な
面も多い。

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

サービスの開始の際にはこの事業の特徴を説明し理解してもらえ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

事業所内で完結できるサービスが多いこともあり計画策定・記録の大切さを感じている

小規模多機能型居宅介護事業は、ケアプラン作成から、サービスの実施まで多くの内容が同事業所内で完結できる面もあり、計画策定や
記録に関しては、非常に重要であり、常に振り返りが求められる。月1回のモリタリングの際には、個別援助計画に基づいた個別ケアが実
施できているかどうか確認している。その結果は、申し送りノートで職員間で共有できるように心掛けているが、徹底されてない面もある。
職員アンケートの結果でも、できてないとの否定的な回答が多い項目である。

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いろいろ工夫している

小規模多機能型居宅介護と併設しているグループホームでの交代勤務をしている職員もあり、利用者の状況等に関する情報の共有は、
重要視している。申し送りノートも一体化して、情報の共有化を図って、いつでもどこでも、携帯からでもアクセスできるようにはしている。仕
事に入る前に、目を通せるようにしている。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、全体会議がなかなか開催できないこともあり、申し
送りノートを活用して、職員の意見交換も出来ればと考えている。

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

ITシステムが整っており基本的なアセスメントは定期的に行われている

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おり、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、課題を明示する手続等は定められている。記録等も確実に記載、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対応をして、情報の共有にも役立っている。システムは整っているが、ケアプランから、具体的に利用者支援に繋げる経
過においては、事業内容によっては、必ずしも使い勝手がよくない部分もあり、個人記録はオリジナルのものを活用している。

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

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し、柔軟に見直しをしている

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同じ立場に立ったうえで推測して、対応できるようにしていきたいと考えている
が、なかなか難しい面もある。利用者の言葉をそのまま鵜吞みにしてはいけない場面もある。利用者の「ノー」が本心の「ノー」なのか見極
める技量が求められる。それを見極めるスキルの向上が求められると考えている。とともに、自己選択できるような声掛けも必要となってく
る。こればかりは、マニュアルで示せるものではなく、職員間でのお互いの学びを促す必要を感じている。

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を目指している

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。事業所は、「自由な生活空間」と考え、一律のルールやスケジュールで管理した運営は行わないとしている。「通い」サービスでも、
利用者が自由に過ごしている様子が窺われた。「訪問」サービスにおいては特にプライバシーの配慮に心掛けている。

日常の支援に当たっては個人の意思の尊重を大切にするようにしている

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は確実に実施して、その日にいなかった職員にも伝達するように心掛けているが、伝達内容も、
正しく理解して、頭の中に入っているかどうかが問題であり、どうしても言語だけの伝達では、捉え方に差が生じてしまうことが避けられない
面もある。職員アンケートでも、何でも話せて相談できる環境であり、情報共有の場もあるとの意見も見られ、活用に向けて今後の改善が
望まれる。

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

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は、「心得」という冊子を作成しているが、十分活用されているとは言え
ない状況である。職員アンケートの改善点の記述の中でも、各種マニュアルの整理が必要、マニュアル等、古い情報があり、修正・更新が
出来ていない等の意見が見られた。毎日、ミーティング時間を確保して、情報の共有を図り統一した支援ができるようにはしている。わから
ないことが起きた際には、「心得」を参照するより、職員間で聴くというケースが多い。

「心得」は随時と年度末には全面見直し対応はしているが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）

27／27

1 評価項目1

　　

評価

居宅介護計画に基づき利用者の希望を実現するよう支援している。病院を退院して「囲碁がしたい」希望に対して、福祉会館でやっている
ことを確認し、それに参加できることを目指して計画を組み立てて訪問と通い、個別機能訓練、必要に応じて泊まりを組み合わせて支援し
ている。職員は、利用者の行動に対して過剰な介入や、「しているつもり介護」にならないように注意し、心のケアを重視している。また、泊
りを中心に利用し、日中自宅に戻る人もいる。通いでは、「楽しかった」と言われるよう、散歩や体操、ゲームなどを充実させている。

サービスを利用していないときも状況に応じて家族と連絡を取っている

電話を利用できる利用者は多くないが、「クリニックを受診するので配食は遅らせてほしい」など、利用者本人から電話がある場合もある。
また、基本サービスだけでなく、状況に応じて臨機応変の対応に努めている。サービスを利用していないときも状況に応じて家族と連絡を
取っている。独居で電話を利用できない利用者には、訪問して安否確認や食事・水分摂取・服薬介助、行為・排泄など日常生活全般の支
援をしている。こうしてその人の状況を確認しつつ自立生活が営めるよう支援している。

職員間の情報共有にグループウェアを活用し、伝達漏れと遅延がないようにしている

必要に応じて、医療機関や、訪問看護、福祉用具、住宅改修など他の事業所との連携を図っている。事業所は情報共有を大切にしてお
り、職員間の申し送り情報は、グループウェアを活用して各職員に伝達している。グループウェアで発信された各利用者の様子やその他の
伝達する必要のある情報は、各職員のスマートフォンで読むことができるため、いつでも確認でき、情報伝達の漏れや遅延を回避できる。
しかし、職員会議の活用は十分とは言えない状況である。職員会議の活用による意見交換も望まれる。

3. 利用者の心身の状況、家族の状況に応じて、必要なサービス（通い・訪問・宿泊）を柔軟に利用できるよ
うにしている

4. サービス（通い・訪問・宿泊）を利用していないときも、利用者の状況把握のための働きかけや、見守り
を行っている

5. 利用者の支援は、関係機関や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

利用者が望む生活像に基づいて通いや訪問、泊りを組み合わせて支援している

小規模多機能型居宅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. 小規模多機能型居宅介護計画に基づいて支援を行っている

2. 利用者が望む生活像に基づき、日常生活において利用者自身が選択、判断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
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2 評価項目2

　　

評価

3 評価項目3

　　

評価

職員による心身の状態、顔色、体調の確認と家族からの情報を参考に健康管理している

職員は高齢者の疾病について学んでおり、利用者の便秘や倦怠感、頭痛、むくみ、ふらつきなどの様子、顔色の観察などに注意を払って
いる。そして、週5日看護師が常駐しており、看護師の視点で利用者から調子を聞いて確認している。また、送迎ドライバーが家族からの情
報を聞き取り、朝礼後リーダーと看護師に報告し、情報共有を図っている。なお、通い時と入浴前にはバイタルチェックし、異常時には家族
に知らせている。また、入浴時には全身状態を観察し異常を早期発見するよう努めている。日常生活動作の維持・拡大には個別機能訓練
を実施している。

自分で服薬管理できない利用者には通いと訪問時に服薬介助している

通い利用時に薬を持参してくる利用者で、自分で飲めない場合は服薬ケースとチェック表を利用して間違いのないように注意を払ってい
る。また、自宅で服薬が必要な場合には訪問して服薬介助している。しかし、昼食前薬を忘れて食後に服用したり泊りの利用者の朝食誤
薬を忘れたりケースを取り違えたりの「ヒヤリ」が散見される。これは、チェックが有効に働いて誤薬を検出しているともいえるが、食事の盆
に食膳薬の札を置くなど、さらなる誤薬減少の方策を検討している。なお、服薬内容が変更された場合は申送り、全員で把握するよう努め
ている。

利用者の体調変化や急変時には緊急時マニュアルに沿って迅速に対応するよう努めている

まず、利用者の体調変化に気づくことが一番大切であり、適切な対応が必要である。そのため、利用者の体調変化や急変時には緊急時マ
ニュアルに沿って対応している。また、スピードが重要なので、各利用者の家族や主治医の連絡先を事業所電話に登録し、個人ファイルな
どを見ることなく連絡できるように準備している。在宅死を希望する利用者・家族のために、最期の1週間を自宅で過ごすよう支援した例も
ある。併設のグループホームで看取りを実践しているので看取りはスムーズに行っている。

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、一人ひとりの有する能力の活用や日常生活動作の維持・拡大に向けた支援を行って
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の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、速やかに対応できる体制を整えている

評価項目3の講評

入浴は事故が起きやすく、髪や背中、足先など洗いにくく洗い残しのできやすい部分がある。そのため、自宅での入浴が困難な利用者は
通いで入浴洗髪洗身する。現在は入浴介助できる職員は3名であるが、より多くの職員が入浴介助できるようにしたいと考えている。そし
て、しょうぶ湯やゆず湯などの楽しみを提供している。また、排泄に関しては、家族の負担を軽減するため、通いの時に排便があるようにコ
ントロールしている。なお、排便量は、家族にわかりやすいよう、バナナ状、片手一杯、両手一杯などの表現を用いて知らせている。

送迎時間や訪問時間を調整して、利用者の生活リズムを乱さないよう努めている

送迎時間や訪問時間を調整して、利用者の生活リズムを乱さないことを旨として送迎スケジュールを組み立てている。基本的には日程表
で送迎を管理しているが、家族の都合や利用者の状況に応じて可能な限り柔軟に対応している。また、家族等が送迎に来られれば早朝か
ら来所して当事業所で3食摂り、遅い時間まで当事業所で過ごすことができる。逆に短時間の利用も可能である。なお、専属ドライバーは、
認知症介護基礎研修を受講した者である。

利用者の健康を維持するための支援を行っている
評点（○○○○）

4. 利用者の心身の状況、家族の状況に配慮して、送迎方法を検討し対応している

評価項目2の講評

利用者同士の相性などを考慮して食事席を配置している

メニューボードを活用して食事内容の紹介を行い、食事の前には口腔体操を実施し、メニューを早口言葉で唱和して食事時間を楽しく過ご
してもらうように心掛けている。また、自宅で食事をする利用者には配食サービスを実施している。そのほか、月1度の「お楽しみ弁当」とし
て、重箱の食事を提供している。また、箸が進まない人には、声掛けし、介助が常時必要にならないよう配慮しながら介助している。なお、
今年度も新型コロナウィルス感染拡大の影響があり、利用者の食事に関する作業への参加はほとんど実施できなかった。

入浴には、しょうぶ湯やゆず湯などの季節の風呂も提供している

利用者一人ひとりの状況に応じて生活上で必要な支援を行っている
評点（○○○○）

標準項目
1. 利用者の状況に応じて、食事時間が楽しくなるよう工夫している

2. 利用者の状況に応じて、入浴方法を検討し介助を行っている

3. 排泄介助が必要な利用者に対して、一人ひとりに応じた誘導や排泄介助をしている

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
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4 評価項目4

　　

評価

5 評価項目5

　　

評価

訪問、配食、安否確認、通いなどを組み合わせ総力を挙げて利用者の生活を支えている

小規模多機能施設の目的は、その人の在宅生活を支えることである。そのために訪問、配食、安否確認、通いのいずれも欠かせない。さ
らに、訪問看護などの医療や福祉用具もなくてはならない。とりわけ、自宅での暮らしを快適なものにするために、訪問では、食器洗浄やト
イレ掃除、その他の家事援助があり、時には同居の家族との思いの違いを取りなすために話を聞いている。また、現在はニーズがない買
い物支援も可能である。

契約利用時に家族と取り交わして鍵は事務所で管理を徹底している

できるだけ、自宅で過ごせる時間を提供できるように家族とも相談しながら、在宅支援を実施している。当事業所の総定員は24名であり、
通いサービスの一日の定員は12名、宿泊サービスの1日定員は6名である。これらを利用し、たとえば、週2回は通って入浴や食事、レクリ
エーション等のサービスを受け、月に何日か宿泊しながら、日々、配食と自宅に訪問して安否確認や服薬確認をしてもらうことができる。独
り暮らしや、日中独居になるなどのために鍵を事業所で預かることができ、その場合、合鍵は事務所で管理している。

顔なじみの職員が訪問しており、ドライバーも「認知症基礎研修」を受講している

利用者の在宅滞在時間確保のため、1日に複数回の訪問を実施している。老々介護の利用者に対する緊急時の訪問を実施するなど、小
規模多機能の特性を生かした利用を勧めている。配食と安否確認も重要な訪問である。また、利用者や家族への接遇に関しては、会議や
ミーティングを活用対応し、問題が見られた場合はその日のリーダーから指導対応をしている。なお、顔なじみの職員が訪問し、ドライバー
も「認知症基礎研修」を受講しているので安心できる。

標準項目
1. 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を行っている

2. 合鍵や金銭等の取り扱いに関して、事業者として基本的な方針を明確にしている

3. 訪問サービスの際に、利用者や家族への接遇・マナーを徹底している

評価項目5の講評

個々の状況に合わせて明るく家庭的な雰囲気づくりを心掛けている

当事業所は共同生活を営む者同士の「集団の力」を生かし、互いに助け合い生活が営まれるように支援している。その一方で、集団体操
や歌などの時間もあるが、全体ではなく、個々の状況に合わせて明るい雰囲気づくりをしている。1階と2階を使い分けて落ち着いた雰囲気
の中で日常を過ごす事も視野に入れて対応している。しかし、個々の対応（送迎、訪問等）を優先にしている為、通いの時の一人ひとりに関
わる時間が短くなっている点を如何にして改善するかは課題としている。

クッションフロア、床暖房、手すりなどの設備で安全で快適な環境としている

クッションフロア、床暖房、手すりの設備完備しており、手すりにより転倒を回避し、万一転倒した場合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」と謳っており、安全重視を明確にしている。また、感染予防のため換気を励行し、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。

訪問サービスが利用者や家族にとって安心・快適なものとなるようにしている
評点（○○○）

3. 利用者が落ち着いて生活できるような支援を行っている

4. 事業所内は、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

利用者同士の性格の不一致などに配慮して円満な環境を整えられるように運営している

円満な関係を整えられるように利用者同士の性格の不一致や自己主張が強い利用者に配慮している。あらかじめ相性の良くない利用者
同士は、それぞれの距離を置くようにしている。そして、利用者同士の諍いには、職員が間に入って双方の話を聞いて仲裁している。1階と
2階や散歩など場所を分けることも有効に働いている。この、2つのフロアを活用して全員一緒ではなく多様な活動ができるようにしている。
職員は利用者との距離感を大切にし、攻撃的な利用者には「話を変える」、「答えられる問い」を発し、気持ちを変えるように努めている。

事業所内におけるサービス提供時には、利用者の主体性を尊重し、快適に過ごせるような取り
組みを行っている 評点（○○○○）

標準項目
1. 利用者が他の利用者と快適な関係をもちながら生活することができるよう支援を行っている

2. 利用者の状況に応じて、多様な活動ができるよう支援を行っている

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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6 評価項目6

　　

評価

7 評価項目7

　　

評価

防災センターのハロウィンを手伝うなど地域活動に力を入れている

地域の情報を常に収集している。そして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った。新型コロナ感染症拡大の中でも、昨年度は一年を通
じて近隣散歩をしており、花見はドライブをして感染予防のため車窓から実施した。

昨年度は地域と関わる様々な行事が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。

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、従来、催し物が出来るボランティアを受け入れている。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る
中、毎月、一橋大学周辺、大学通り、さくら通りを市内ドライブし、少しでも気分転換になるよう図った。

標準項目
1. 地域の情報を収集し、利用者の状況に応じて提供している

2. 運営推進会議等を活用して、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

評価項目7の講評

家族の状況をモニタリングや送迎時などに確認し、必要な支援を実施している

送迎時に会える家族にはその都度直接様子を伝えあい、家族の状況を聞くように努めている。そして、月1回のモニタリング時に家族の意
向を確認している。また、送迎時間や訪問時間を調整し、利用者の生活リズムを乱さないように努めている。そのために家族の急な用事な
どの都合に応じ、予定外の利用要求に柔軟な対応をしている。さらに、自宅を訪問した時に、脱着衣の方法など家族の相談に乗るととも
に、「ここに物を置くと危険」、「薬はしっかり飲ませてください」などのアドバイスをしている。

重度化した場合や終末期の看取りについては、利用者と家族や医療と方針を共有している

利用者が重度化した場合や終末期の看取りについては、利用者本人の意思の確認が取れればそれを最優先にして、家族、医師、事業所
などと協議を重ね、最適な支援に努めている。なお、併設のグループホームで看取りの経験を積んでいるのでスムーズに行えている。ほぼ
泊まりを利用し、時々自宅へ戻ることで自宅の暮らしを忘れないようにしながら最期を迎える利用者もいる。在宅死を希望する利用者・家
族のために、最期の1週間を自宅で過ごせるよう支援した実績もある。

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. 利用者や家族に合った介護方法について助言・指導している

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6の講評

連絡帳と送迎時の直接対話により家族と情報交換している

職員間の申し送り情報は口頭のほか、グループウェアを活用して伝達している。これにより利用者一人ひとりの情報を職員間で共有してい
る。グループウェアに記載すると同時に介護ソフトを用いて利用者および家族向けの連絡帳への入力をしており、通いや泊りから自宅に帰
るときに利用中の様子を家族に知らせている。また、この連絡帳により自宅での様子を事業所に伝えられている。さらに、送迎時に家族と
直接対話して情報交換をしている。なお、ホームページに利用者専用ページが用意されているが、活用は十分とは言えない状況である。

事業所と家族との交流・連携を図っている
評点（○○○○）

標準項目
1. 利用者のサービス提供時の様子や家庭での普段の様子を家族と情報交換し、共有している

2. 家族の状況に配慮し、相談対応や助言を行っている

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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〔利用者保護：小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）〕 令和3年度

《事業所名： 小規模多機能施設ウェルケア国立》

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

事故の再発防止や感染症予防対策を中心にリスクマネジメントに取り組んでいる

看護師を中心に感染症対策を講じているが、今年度は特に新型コロナウィルス感染症対策として、週1回のPCR検査の実施を行い、職員
からの感染は絶対に起こさないように心掛けた。幸い全員陰性が続いており、安心して支援に取り組めている。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、対策を講じて、事故に繋がらないように取り組むこと、事故が起きてしまった場合は、速やかに報告書を提
出して、リスクについての情報を申し送りノート等で確実に職員間で共有し、周知徹底させたいと考えている。事業継続計画も整備して行く
予定である。

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必ず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、重要事項説明書で、必ず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、利用者アンケートでは、どこ
でもそうであるが、聞いてないとの回答の多い項目である。実際には、利用者・家族等の要望に臨機応変に対応していることもあり、苦情
対応の例はあまりないのが現状である。利用者・家族等の意向（意見・要望等）については、職員は、時間をとり、話しやすい環境を出来る
限り作ることに心掛けている。特に訪問時や送迎の時に、家族等と話す時間を作って、要望等聞き取り、職員間で共有し対応できるように
している。

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、職員研修やアニュアルを用いて、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、反省会や職員会議において話し合いを持つようにしている。特に、何気ない言葉でも、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

15／17



〔事業者が特に力を入れている取り組み：小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）〕 令和3年度

《事業所名： 小規模多機能施設ウェルケア国立》

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 小規模多機能型居宅介護事業の特徴を活かした介護サービス情報提供を目指している

事業者が特に力を入れている取り組み①

タイトル① 当事業所の小規模多機能の特性を生かした利用のために訪問による支援を充実させている

内容①

当事業所の小規模多機能の特性を生かした利用の形を提案する為に、訪問による支援を充実させている。たとえ
ば、医療施設から在宅復帰を目指す人の宿泊や日に数回の訪問で在宅の時間を増やしていく事を実現することで
ある。また、訪問して安否確認や食事・水分摂取・服薬介助、行為・排泄など日常生活全般の支援をしている。こう
してその人の状況を確認しつつ自立生活が営めるよう支援している。そのために、利用者宅に自転車を使って数
分で訪問できるような近距離としている。

6-4-5

訪問サービスが利用者や家族にとって安心・快適なものとなるようにして
いる

内容③

インターネット環境整備は進んでおり、毎日、利用者情報から、事業所内伝達事項等が記入された申し送りノートを
ネット上で作成し、情報の共有化を図っている。職員はいつでもどこでも、携帯からでもアクセスできるようになって
いて、仕事に入る前に、チェックすることとしている。コロナ禍の影響もあり、全体会議がなかなか開催できないこと
もあり、申し送りノートを活用して、意見交換等もしていきたいと考えている。しかし、内容の理解については、職員
によってバラツキが見られ、どのように統一していくかは今後の大きな課題と捉え取り組んでいる。

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

事業者が特に力を入れている取り組み③

内容②

介護サービス事業の中でも、どちらかと言えば、新しい事業であり、利用希望者のみならず、関係者においても理
解が十分であるとは言えない面もあるのが現実である。そこで、パンフレットとは別に、「小規模多機能型居宅介護
とは？」というチラシを加えて、どのような方が利用して、何ができるか等なるべく具体例も載せて、理解してもらえ
るように考え作成した。在宅生活への復帰や継続を希望されている方等に情報が届き、利用してもらえるように、
地域包括支援センターやリハビリ病院等との連携を目指し、取り組んでいきたいと考えている。

タイトル③ 申し送りノートを活用し情報共有は出来ているが、更なる内容の充実に取り組んでいる

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
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〔全体の評価講評：小規模多機能型居宅介護（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： 小規模多機能施設ウェルケア国立》

2

小規模多機能型居宅介護と他の同様の介護サービスとの違いをどう位置付けていくか、特徴を活か
した取り組みが求められている。

さらなる改善が望まれる点

ホームページは、非常に充実しており、多くの人に情報提供は出来ていると認識しているが、事業所の場所も含
め何をしているところか等、地元への周知は不十分であると感じている。そこで、パンフレットとは別に、「小規模
多機能型居宅介護とは？」というチラシを作成し、従来のサービスとの違いや、特徴や実際の利用事例等を載
せて、わかり易く説明をしている。まずは、地元の地域の中での利用をしてもらうことを目的に、近隣に配布し
た。利用者だけに限らず、地域の中での事業所の存在意味を伝える上からも有意義な方策であると思われる。

1

2

1

3

特に良いと思う点

高齢者の疾病の理解と日常の健康管理と、当事業所の小規模多機能の利点を活かして早期退院を
実現した

職員は高齢者の疾病について学んでおり、利用者の便秘や倦怠感、頭痛、むくみ、ふらつきなどの様子、顔色
の観察などに注意を払っている。その結果、体調変化に早期に対応し、大きな事態になることが回避できた。そ
して、小規模多機能の利点を活かし、昨年度は、骨折やケガによる入院時も、医療関係と連携を密にとり、通院
後の受け入れ体制をととのえる（状態が改善するまで、宿泊で受け入れる）ことで、早期退院が実現し、日常生
活動作のリハビリを行うことができ、入院前の生活に戻る支援を行うことができた。

グループウェアと介護ソフトを活用して申し送り情報伝達の漏れや遅延を回避している

小規模多機能型居宅介護事業の特徴の理解をしてもらうため、具体的な事例を挙げたチラシを作成
し、近隣地域及び関連機関に配布した。

利用者一人ひとりの情報やその他の伝達する必要のある申し送り情報は、グループウェアを活用して各職員に
伝達している。口頭での申し送りと手書きノートでの伝達では、各職員が自分でメモしたり記憶したりしなければ
ならないが、グループウェアで発信された情報は、各職員のスマートフォンで読むことができるため、いつでも確
認でき、情報伝達の漏れや遅延を回避できる。そして、グループウェアに記載すると同時に介護ソフトを用いて
利用者および家族向けの連絡帳への入力をして利用中の様子を家族に知らせている。

3

小規模多機能型居宅介護事業の3つのサービスである「通い」「宿泊」「訪問」の中でも、中心である「通い」と通
所介護との違い、「宿泊」と短期入所生活介護、「訪問」と訪問介護との違いを理解してもらえるようにサービス
内容を考えていく必要を感じている。利用希望者や関係者等には、内容的にほぼ同様のサービスと捉えられて
いる面も一部にあり、サービスを提供する中で、理解してもらえるように、目標・内容を明確化していくことは、利
用者だけではなく、提供する側の職員の意識も含め、考えていく必要がある。今後へ向けての大きな課題でもあ
る。

予定表を作成し送迎と訪問等の業務を細かく職員の役割分担を明記しているが、ケア漏れの防止に
なるが、全体把握にはマイナス面にもなる。

毎日予定表を作成し、送迎と訪問に大きく分類し、事業所内での動きも含め、細かくその日の職員の動きが作
成してあり、職員はそれに沿って、勤務している。送迎時や訪問時に実施するサービス内容、事業所内での担
当業務まで記入してあり、仕事に入る前に、それを見て動けるという利点もあり、ケア漏れの防止にもなるとは
思われる。しかし、人相手の仕事である以上、予定通りには、動かない面もあり、調整や協力体制が必要になっ
てくる。それらの調整を問題なく進めていく技量が求められる。役割分担も含め改善が必要な点もあるのではな
いだろうか。

個々の対応を優先にしている為、一人に関わる時間が短くなっており、さらに登録人数が増えた際の
細やかな支援の提供が課題である

登録利用者定員は２４名であるが、訪問調査時点の登録利用者は14名であった。それゆえ、登録利用者像を
目指している。しかし、個々の対応（送迎、訪問等）を優先にするため、一人に関わる時間が短くなっており、さら
に登録人数が増えた際の細やかな支援の提供が課題である。利用者の在宅滞在時間確保のため、必要に応
じて1日に複数回の訪問を実施している。安否確認と配食、配食の際に食べるところまで見守ることや服薬、排
泄介助もある。また、通いの時間を利用者と家族のために融通を利かせるため頻回に送迎している。
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