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【事業所概要】
法人名

特定非営利活動法人地域福祉活動支援協会 人間大好き

所在地

（〒 739－2101）

事業所名

看護小規模多機能ホーム あったかい家

東広島市高屋町造賀 241-1
【事業所の特徴、特に力を入れている点】
要介護者が自宅において、可能な限りその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、通いを中心として訪問介護、宿泊、訪問看
護を組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の援助と体調管理を行う。在宅生活で困難となっていることをご
家族と共に考え、支援していく。

【自己評価の実施概要】
事業所自己評価
実施日

従業者等自己評価
西暦 2022 年 1 月 10 日

実施人数

（23）人

※管理者を含む

出席人数（合計）

（ 9 ）人

【運営推進会議における評価の実施概要】
実施日

西暦 2022 年 3 月 24 日
☑自事業所職員（3 人）

出席者（内訳）
□利用者（

人）

☑市町村職員（ 1 人）

□地域包括支援センター職員（

☑利用者の家族（ 2 人）

□知見を有する者（

1

人）

人）

☑地域住民の代表者（ 3 人）

□その他（

人）

■ 前回の改善計画の進捗評価
進捗評価
項目

前回の改善計画

実施した具体的な取組
自己評価

① 事業所理念やサービスの特

Ⅰ．事業運営の評価
（評価項目 1～10）

運営推進会議における意見等

今まではコロナの関係や人員不

ほぼ出来ていると思われる。

性を理解し、業務に生かせ

外部研修については、コロナ禍

足から内部研修ができなかった

全くできていない項目は努力し

るような研修を行なう。職

で十分に出来ていない。内部研

が、事業所理念にもとづき、職

てください。

員育成のための目的設定で

修については時間を取りながら

員ひとりひとりが意識して業務

意欲的に取り組めるように

実施した。また、名札に事業所

に取り組んできている。

する。

理念を入れ、いつでも確認がで

内部研修や社外研修について、

きるようにしている。

コロナ禍で中止になる場合や延
期になる場合があり、十分では
なかった。

② 職員の情報共有について、

連絡ノートの活用、朝礼での伝

管理者からの申し送りボードの

情報共有については、だいぶ改

連絡ノートや朝礼時に伝

達事項の報告、伝達掲示板(ホワ

活用で、情報の共有や連絡漏れ

善されてきていると思う。情報

達・打ち合わせを行ってい

イトボード)の活用で、周知徹底

を防いできた。また、申し送り

の漏れを少なくするよう更なる

る。担当者会議を設け、利

に努めた。

でケアマネ、看護師、管理者が

改善を行ってください。

用者のニーズや家族への対

また、当日リーダー、ケアマネ

利用者の状態と対応をその場で

応方法等の打ち合わせを週

看護師、夜勤者、管理者を交え

打ち合わせ、対処してきた。他

職員間の情報共有の為の研修や

1 回実施していく。会議で

た申し送りで、情報共有を行っ

の職員に対しては、連絡ノート

シミュレーションを定期的に行

の決定事項のサービス計画

た。

等を活用して伝えてきたが、細

い、理解を深めていくことが

かな所が伝わらないところが見

重要だと思います。

を立てる。

受けられた。
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③ 体調急変時の対応や災害時

マニュアルの見直しを行い、防

マニュアルに対しての避難訓練

就業環境の整備を改善した結果

のマニュアルの見直しを行

災計画書として整備した。また、 が十分できていない。マニュア

が内部評価結果に現れている。

ない、さまざまな状況を想

避難時の具体的な場所や準備物

ルの見直し等が不十分であっ

これからも改善に取り組んでく

た。

ださい。

定した訓練・研修を実施し、 を整備した。
対応不十分なところを整備

今後はＢＣＰ（事業継続計画）

していく。

策定実施義務化にもとづき、法

今後、緊急マニュアルを含めた

様々な場面でのリスクや災害時

人全体で委員会を設置・整備す

防災計画書等、法人全体でのＢ

の対応を常に想定しておくこと

る。

ＣＰを作成する必要があり、見

が大切です。

自然災害やコロナ感染症も含め

直しを実施している。

現在のコロナも災害の一つと思

た対応のＢＣＰの計画書を作成

います。利用者、家族、職員に

し、整備・実施していく。

感染者が出た場合等早急に対応
方法を確立する必要がありま

④ 車輌点検や防火・防災に

す。

関する対策の強化。模擬
訓練を繰り返し行い、緊
急時に適切に対応できる
ようにする。同時にマニ
ュアルが機能しているか
検証し、改善していく。

⑤ 今回のコロナ感染症・まん
延防止にも対応できる指針
やマニュアルの整備も含め
て見直し、改善していく。
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① アセスメントシートをもと

Ⅱ．サービ １．利用者等の
特性・変化に応
ス提供等
じた専門的な
の評価
サービス提供
（評価項目 11
～27）

新規利用者や現利用者での支援

職員間の情報共有をしっかり

に、家族からの情報をケア

新規利用者の受け入れの際は、

方法で看護職員と介護職員の考

工夫しながら行ってください。

マネ、管理者を中心として

情報提供の提示や朝礼などでの

え方やとらえ方のズレがある。

詳細にアセスメントを行

連絡を行っている。また、カン

職員が統一した対応が行えるよ

主治医との連携や、訪問での利

う。また、職員と利用者の

ファレンスを行っている。定期

うにする必要があるが、まだ十

用者の状態の把握、異常時の対

日々の状態を照らし合わせ

的なケース会議は、業務の都合

分できていない。

応など改善してきていると思い

ながらケース会議を開き、

や担当者不在により十分にでき

サービス計画の作成や変更

ていない。

ます。今後も改善対応を行って
朝の申し送りで利用者の状態を

を行っていく。

ください。

伝え、看護師やケアマネ、管理
個々の関わりの中で、不安や身

者を含めてどのように対応する

体上で問題点があれば、その都

かを決定している。その内容を、 り助言も下さり安心しつつ感謝

度介護・看護間で情報共有や問

事業所内の連絡ノートや当日の

題解決の方法を相談している。

リーダーに伝えて情報共有を行

また、家族にも情報を伝えて対

っている。

小さな変化にも注意してくださ

しております。

職員間や関連職種、主治医との

処している。

連携や、訪問での利用者の状態

終末期ケアについて、病気につ

把握、異常時の対応など改善し

いての見通しや、死を迎えるプ

てきている。今後も引き続き改

ロセスの理解と尊厳を持った向

善対応を行って行ってくださ

き合い方を学ぶ。

い。

② 家族からの情報だけではな

家族や職員間の情報共有はでき

く、利用時の状況などを家

つつあるが、もう少し職員間の

できなかったとされる原因を考

族に提示できるよう、密な

情報共有での伝達の漏れがなく

え、改善策の検討が必要と思う。

関係づくりをしていく。

柔軟な対応が必要。
終末期ケアにおけるプロセスの
終末期ケアについて研修を行

理解の為の研修や教育を行って

い、病気についての見通しや死

ください。

を迎えるプロセスの理解と尊厳
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① かかりつけ医だけでなく、

２．多機関・多
職種との連携
（評価項目 28
～31）

を持った向き合い方を学んでい

法人内の看護事業所等、有効な

く。
（法人内の訪問看護事業所よ

社会資源を活用し教育に役立て

り研修を受ける方向）

てください。

利用者の主治医との連携はでき

介護保険以外のサービスを含め

看多機のケアマネや管理者

医療機関との連携を行い、訪問

てきている。その他の職種との

た支援を行っていく為にも地域

を中心に地域包括支援セン

看護指示書の作成依頼や救急時

連携を強化していく。地域資源

資源への働きかけを行ってくだ

ターや医療機関、地域資源

の対応を連絡しながら行ってき

の活用等、情報収集に改善が必

さい。

との連携を図り、円滑な対

た。しかし、地域包括支援セン

要である。

応ができるようミーティン

ターとの連携や地域資源の活用

どんな地域資源があるのかを知

多職種との連携が取れているこ

グを行い、情報共有してい

についてまだまだ不十分。

り、活用していく。

とでいざという時にスムーズな

く。

対応が出来、柔軟にニーズに答
看取りを希望される方がおられ

えることができると思います。

② 看取りや緊急時の対応に関

看取りでの対応について対処方

ず、職員が経験する機会がない。

しては、模擬訓練や必要な

法は整備しているが、対応実績

今後、看取りを希望される方に

有効な社会資源等を活用し職員

医療用具等で不足するもの

がなく、検証が十分できていな

対応できる様、研修していく。

教育に役立ててください。

を整えていく。

い。

法人の訪問看護事業所より定期

利用者の緊急対応については、

的に研修や看取りに対する考え

看取りの際どのような手順を行

かかりつけ医に相談し、看護師

方を指導してもらう。

うか可視化できるようにマニュ

を中心に対応している。

アルみたいなものを作成されて

コロナ禍で地域の行事や包括会

コロナ禍で計画したことが思う

議等へ参加ができなかった。今

ようにできなかったことがあげ

後は状況をみながら、積極的に

られる。また、業務に追われ時

人工呼吸器などの高度な医療は

参加する。

間が取れないことがあり、積極

管理が難しいので現状でよいの

的に参加できていない。もっと

では。

はどうでしょうか。

認識を深めるよう計画して実施
していく。
地域包括ケアシステムについて
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は、まず地域の中での事業所の
役割を職員がよく理解すること
から始めてみてはどうか。

３．誰でも安心
して暮らせる
まちづくりへ
の参画（評価項
目 32～41）

① 看護小規模多機能型居宅介

月 1 回のサロンを開催し、地 サロンでは、コンサート系の人

コロナ禍であるところ、よく活

護事業所が地域の窓口とな

域の方にも参加してもらって 気があった。色々な所へ声をか

動されていたと思う。

るため、地域の定例会や地

いる。しかし、コロナ禍でサ け、気軽に参加して頂けるよう

域活動に積極的に参加。利

ロンを中止せざるを得ない場 なサロンの内容を展開してい

地域との連携を引き続き行い、

用者も地域に溶け込めるよ

合もあった。また、地域行事 く。しかし、コロナ禍で中止せ

相互理解を深め、地域にとって

う、地域の行事にも積極的

にも参加できなかった。

ざるを得ない場合もあり、状況

なくてはならない事業所になっ

を見ながら対応していく。

てほしい。

に参加する。

救急法や看取り支援などの取 救急法(人口呼吸・心臓マッサー
② 地域住民の方にも、サロン り組みや教育が不十分。
ジ・AED の研修)、看取り支援 看取りの際、どのような手順で
に参加していただく。

③ 地域の方が気軽に介護等の
相談できる様、運営推進会
議等で事業内容等の説明を
行い、施設を知っていただ

Facebook で日常の活動や広報

などの取り組みや教育が不十分

行うか、可視化できるマニュア

である。

ルみたいなものを作成されては

を紹介している。
地域の行事に利用者と参加し
ているが、まだ、開かれた事
業所にはなっていない。

く。

どうでしょうか。
サロン等のお知らせは、参加登
録者への連絡と Facebook での

広報だけにとどまっている。
地域に出向き、地域活動に参加
し、サロン等の参加を促してい
く。
地区の組に加入し、定例会や清
掃活動などに積極的に参加して
いる。引き続き地区の行事等に
参加し、開かれた事業所にして
いく。
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■ 今回の「評価結果」および「改善計画」
項目

評価結果

改善計画

Ⅰ．事業運営の評価

ミーティングの場所に事業所理念を掲示している。また、事業所

いつでも確認できるように、引き続き名札に理念を入れている。

（評価項目 1～10）

理念を個人の名札に入れて、いつでも確認できるようにしている。 また、定期的に唱和を行い、理念にもとづいて業務を行う。
年間の職員育成計画を作成しているが、コロナ禍により中止にな
る場合が多く、計画的に出来ていない。また、ケース会議につい
ても、職員間の話合いが十分できていないところや打ち合わせの
時間調整が難しいところがあった。

で業務を進めながら実務を学んでいく)を中心に職員教育を進め
ていく。また、職員の育成は、ズームや法人内の多職種のベテラ
ン指導者を交え計画的に実施していく。

体調急変時の対応や災害時のマニュアルの見直しや連絡先のリス
トを整備しているが、職員への定期的な情報の共有や訓練につい
てはまだ十分ではない。ヒヤリハットや事故報告での表面的な再
発防止策でなく、原因を掘り下げた対策を検討している。内部研
修を行い、事業所内の事故を減らす事を目指しているが、全員の
レベルが向上するまでに時間がかかる。

Ⅱ．サービ １．利用者等の
特性・変化に応
ス提供等
じた専門的な
の評価
サービス提供
（評価項目 11
～27）

職員の教育については、OJT 教育(経験豊富な社員と一緒に、現場

身体的緊急時の対応や災害時のマニュアルの見直しを行い、総合
的に法人全体でのＢＣＰの策定を行い緊急対応方法として可視化
する。
（地域の方にも災害訓練の声掛けをする）
災害時やコロナ等の感染症に対するＢＣＰの策定を法人及び事

業所全体で検討し、訓練していく。

利用者のアセスメントについて、看護、介護間に考え方、捉え方

アセスメントシートをもとに、家族から訪問時や通いの送迎時に

のズレがあり、しっかりアセスメントし共有する必要がある。日

様子を聞き、ケアマネ、管理者を中心として丁寧にアセスメント

常の様子を観察・記録し、家族からも情報を得る。また、朝のミ

する。アセスメントをもとにサービス計画の作成や変更を行って

ーティングやケース会議を設け、情報を共有する必要がある。

いく。

家族からの情報だけではなく、医師との連携により利用者の状態
などを家族に伝え、家族と密に関係づくりができるようコミュニ
ケーションを図っていく。

２．多機関・多 地域包括支援センター、かかりつけ医、他事業所との連携を図り、 かかりつけ医だけでなく、看多機の管理者やケアマネを中心に地
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職種との連携
在宅生活が円滑にできる対応を心掛けてきた。少しずつではある 域包括支援センターや医療機関、地域資源との連携を図り、円滑
（評価項目 28
が、以前よりは連携が取りやすくなってきている。家族への助言、 な対応ができるよう働きかけ、ミーティングで情報共有していく。
～31）
看取りへの取り組みなどのサービスの向上につながるよう、研修

地域包括支援センターの仕組みや役割について説明を受け、職員

を実践的に行う必要がある。看取りができる体制づくりと緊急時

が地域包括支援センターの役割を理解する。

の対応については不十分な点もある。
看取りや緊急時の対応に関しては、模擬訓練や必要な医療用具等
で不足するものを検討し、段階を追って整えていく。法人内の訪
問看護事業所より、定期的に研修や看取りに対する考え方を指導
してもらう。

３．誰でも安心
して暮らせる
まちづくりへ
の参画（評価項
目 32～41）

サロンは毎月計画してきたが、コロナ禍の影響で、中止していた。 看護小規模多機能型居宅介護事業所が地域の窓口となるため、地
今後も引き続き状況をみながら、毎月定期的にサロンを開催して

域の定例会や地域活動に積極的に参加していく。利用者も地域に

いく。

溶け込めるよう、地域の行事にも積極的に参加をしていく。

運営推進会議やサロン開催、地域への行事や自治会活動への参加

地域住民の方にチラシを配布し、地区の定例会でもサロンに参加

を積極的に行うようにしてきたが、サロンについては、コロナの

してもらうよう声掛けを行う。

影響での開催中止や、地域の方への参加呼びかけが十分にできな

地域の方も気軽に来所でき、介護相談ができる開かれた施設にな

かった。

るよう運営推進会議等でアピールしていく。

Ⅲ．結果評価

利用者や家族の意向に沿えるよう、意見や要望を取り入れながら

引き続き利用者や家族の要望や意向に速やかに対応し解決できる

（評価項目 42～44）

泊り、通い、訪問のサービスを提供した。

ようコミュニケーションを積極的にとっていく。

看取りや緊急時の対応などに関しては看護師を中心に研修と体制
を整える必要がある。介護職員も緊急時対応できるよう基本的な

看取りや体調の急変に対する対応も家族、医師、事業所と連携を

知識と技術指導を行う必要がある。

取りながら適切に対応する。

看取りは、利用者と家族からの要望があれば対応できるよう体制

看取りや緊急時の対応の研修を行う。看取りに関しては、事業所

を整備する必要があり、現状況では難題。様々な状況を想定し、

と家族だけでなく、他業種と連携（医療機関）や法人内の他の事

必要な物を準備し整備する必要がある。

業所との連携をとり、職員の研修やマニュアルの整備を行う。将

利用者の看取りや急変に対して家族、医師と連携し、事前に意向

来的には必須のサービスなので、いざという時に対応に困らない

を確認して対応を決める必要がある。

よう、誰にでもわかりやすいマニュアルの整備が必要。
（運営推進
会議での意見より）

8

※自己評価・運営推進会議における評価の総括を記載します。

＊医療機関や利用者家族、また地域包括ケアシステム、地域との協力のもと活動を行って行ってもらいたい。
＊介護保険制度以外のサービスを含めた支援を行っていく為にも地域や地域資源への働きかけを行ってください。
＊災害対応について、現在のコロナについても災害の一つと思われるので、早急に対応方法を確立する必要があると思います。
＊介護における、認知症での問題が相談できるような、開かれた事業所やサロンを実施してもらいたい。
＊気軽に地域の方でも、なんでも相談できる事業所を目標として行ってもらいたい。

■ 評価表 [事業所自己評価]
事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

運営推進会議における
意見等

評価の視点・
評価にあたっての補足

全くできていない項目は努力し

✓ ①～⑤の全てを含む理念等がある

Ⅰ 事業運営の評価 ［適切な事業運営］
（１） 理念等の明確化
① 看護小規模多機能型居宅介護の特徴を踏まえた理念等の明確化とその実践
1

 サービスに求められる
「①医

3

11

5

4

療ニーズの高い利用者の在 ［具体的な状況・取組内容］

てください。

✓ ①～⑤の一部を含む理念等が掲げ

宅生活の継続支援」
、
「②在宅 医療ニーズの高い利用者は主治医、家族
での看取りの支援」
、
「③生活 と調整しながら支援している。しかし看取り

られている場合は、
「おおよそでき

機能の維持回復」
、
「④家族の の利用者がいない為、看取りに対する支援が

ている」もしくは「あまりできてい

負担軽減」
、
「⑤地域包括ケア できていない。リハビリも専門がいない為、

ない」
✓ 独自の理念等が明確化されていな

への貢献」を含む、独自の理 十分なリハビリの提供ができていない。
念等を掲げている

2

場合は「よくできている」

 サービスの特徴および事業

い場合は「全くできていない」
3

14

5

1

9

職員の意識が高くなって頑張っ

✓ 「サービスの特徴および理念等を

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

所の理念等について、
職員が ［具体的な状況・取組内容］

運営推進会議における
意見等
ておられると思います。引き続

その内容を理解し、
実践して ミーティングの場所に事業所理念を掲示、ま き頑張ってください。
いる

評価の視点・
評価にあたっての補足
踏まえた実践」の充足度を評価しま
す

た、事業所理念を職員の名札に入れて、いつ

事業所の理念は職員全員が理解

✓ 独自の理念等が明確化されていな

でも内容を確認できるようにしている。

できるように研修等に取り組ん

い場合は「全くできていない」

でください。

（２） 人材の育成
① 専門技術の向上のための取組
3

 職員との話し合いなどを通
じて、各職員の中長期的な育
成計画などを作成している

3

9

11

0

OJT 教育をこれからも取り入れ
て技術向上を目指していってほ

［具体的な状況・取組内容］

しいと思います。

年間の職員育成計画を作成し実施している

✓ 「育成計画の作成」の状況につい
て、充足度を評価します
✓ すべての職員について育成計画な
どを作成している場合は「よくでき

が、コロナ禍により社外研修が中止になって

ている」

いる。

✓ 育成計画などを作成していない場
合は「全くできていない」

4

 法人内外の研修を受ける機

1

10

11

1

会を育成計画等に基づいて ［具体的な状況・取組内容］

OJT 教育をこれからも取り入れ
て技術向上を目指していってほ

確保するなど、
職員の専門技 職員の内部、外部研修の時間が十分取れない しいと思います。

✓ 「専門技術の向上のための日常業
務以外での機会の確保」について、
充足度を評価します

術の向上のための日常業務 ことが多い。研修の方法を工夫して、レポー
以外での機会を確保してい ト形式やリモートを利用している。また、内
る

部での OJT 教育も実施。

② 介護職・看護職間の相互理解を深めるための機会の確保
5

 介護職・看護職・介護支援専

4

7

10

2

10

改善を行っていってください。

✓ 「情報を共有する機会」の充足度を

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

運営推進会議における
意見等

門員の間で、
職員が相互に情 ［具体的な状況・取組内容］

評価します
✓ 例えば「利用者等の具体的なケース

報を共有する機会が、
確保さ 朝礼、連絡ノート、ホワイトボード等で情報
れている

評価の視点・
評価にあたっての補足

共有ができてきているが、勤務形態や勤務日

について話し合うための、定期的な

もばらばらで、不十分なところがある。もっ

カンファレンスの開催」などが考え

と職員間のコミュニケーションを取る方法を

られます

考えていきたいと思う。

（３） 組織体制の構築
① 運営推進会議で得られた意見等の反映
6

 運営推進会議で得られた要

3

10

9

1

ほぼ出来ている。

✓ 「得られた要望・助言等のサービス

望、助言等を、サービスの提 運営推進委員会の意見を参考にして、日常の

への反映」の視点から、充足度を評

供等に反映させている

価します

業務等に反映させている。

② 職員が安心して働くことができる就業環境の整備
7

 職員が、
安心して働くことが

2

14

6

0

ほぼ出来ている。

✓ 「職員が、安心して働くことのでき

できる就業環境の整備に努 ［具体的な状況・取組内容］

就業環境の整備を改善した結果

めている

職員の勤務に負荷がかからないように、希望

が内部評価結果に現れている。

休等をできるだけ考慮している。また、業務

これからも改善に取り組んでく

「精神的な負担の軽減のための支

上の問題点や利用者対応について話し合うよ

ださい。

援」
、
「労働時間への配慮」などが考

る就業環境」の充足度を評価します
✓ 例えば、
「職員の能力向上の支援」
、

えられます

うにしている。

（４） 情報提供・共有のための基盤整備
① 利用者等の状況に係る情報の随時更新・共有のための環境整備
8

 利用者等の情報について、
随

4

12

7

0

11

以前に比べ改善が見られるよう

✓ 「情報の随時の更新」と「職員間で

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

時更新を行うとともに、
必要 ［具体的な状況・取組内容］

運営推進会議における
意見等
です。引き続き改善を加えて対

に応じて職員間で迅速に共 連絡ノート・朝礼等での情報の申し送りや打 応してください。

評価の視点・
評価にあたっての補足
迅速に共有するための工夫」の２つ
の視点から、充足度を評価します

有できるよう工夫されてい ち合わせを行っているが、不徹底だったため、 情報の漏れを少なくするように
る

ホワイトボードでわかりやすい様に改善し

更なる改善をしてください。

た。まだ情報伝達に漏れが出ることがあるの
で、リーダーとの２重チェックを行う。

（５） 安全管理の徹底
① 各種の事故に対する安全管理
9

 サービス提供に係る利用者

4

10

8

1

等および職員の安全確保の ［具体的な状況・取組内容］

引き続き事故防止対応の改善を
してください。

✓ 「各種の事故に対する予防・対策」
の充足度を評価します

ため、事業所においてその具 ヒヤリハットや事故報告で、対策や原因を掘 安心して老後の生活が出来るよ

対策が求められる事項としては、例

体的な対策が講じられてい り下げ、再発防止に努めている。

う福祉施設の充実、強化をお願

えば「医療・ケア事故の予防・対策」
、

る

いします。

「交通安全」
、
「夜間訪問時の防犯対
策」
、
「個人情報保護」なが考えられ
ます

② 災害等の緊急時の体制の構築
10

 災害などの緊急時において
も、
サービス提供が継続でき
るよう、職員、利用者、関係
機関の間で、
具体的な対応方

4

7

10

2

［具体的な状況・取組内容］
より具体的に計画し、定期的に訓練し、動け

今後の課題とされる項目である。 ✓ 「緊急時におけるサービス提供の
職員間の情報共有の為の研修や

ための備え」について、充足度を評

シミュレーションを定期的に行

価します

って、理解を深めていくことが重

るよう実施していく必要がある。

針が共有されている

要だと思います。

「連絡先リストの作成」
、
「医療材料

現在のコロナも災害の一つと思

などの確保」
、
「災害時ケアのマニュ

います。利用者、家族、職員に感

アル化」などが考えられます

染者が出た場合等、早急に対応方

12

✓ 例えば、
「安否確認方法の明確化」
、

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

運営推進会議における
意見等

評価の視点・
評価にあたっての補足

法を確立する必要があります。

Ⅱ サービス提供等の評価
１．利用者等の特性・変化に応じた専門的なサービス提供
（１） 利用者等の状況把握及びアセスメントに基づく計画の作成
① 利用者等の 24 時間の暮らし全体に着目した、介護・看護両面からの一体的なアセスメントの実施
11

 在宅時の利用者の生活状況

0

13

8

2

ほぼ出来ていると思われる。

✓ 「家族等も含めた 24 時間の暮らし

や家族等介護者の状況等を ［具体的な状況・取組内容］

全体に着目したアセスメント」の充

含む、利用者等の 24 時間の 家族の仕事や、本人の要望に応じて利用方法

足度を評価します

暮らし全体に着目したアセ に対応しているが、まだまだ自宅での夜間の 家族との情報交換を密にして対 ✓ ケアが包括的に提供される看護小
スメントが行われている

生活、細かな部分のアセスメントが不十分。

応してください。

規模多機能型居宅介護においては、

定期的なアセスメントや利用者の家族が行っ

家族等を含めた 24 時間の暮らし全

ておられる介助・援助も把握する必要がある。

体に着目したアセスメントが必要
となります

12

 介護職と看護職がそれぞれ

0

13

10

0

の視点から実施したアセス ［具体的な状況・取組内容］

い。

メントの結果が、
両職種の間 介護職の視点と看護職の視点でのアセスメン
で共有されている

引き続き改善していってくださ

トにズレがあるので、調整をする必要がある。

✓ 「介護職と看護職間でのアセスメ
ント結果の共有」について、充足度
を評価します
✓ 介護・看護の両面から行われたアセ
スメントの結果は、その後のつき合
わせなどを通じて、両職種で共有さ
れることが望ましいといえます

② 利用者等の「尊厳の保持と自己実現の達成」を重視した計画の作成
13

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

運営推進会議における
意見等

評価の視点・
評価にあたっての補足

13

 家族を含む利用者等の考え

2

11

10

0

将来高齢者が安心して老後を送

✓ 「家族等の考えを含めた計画の作

られる施設としてより一層の改

成」について、充足度を評価し利用

を把握するとともに、
その目 ［具体的な状況・取組内容］

標の達成に向けた計画が作 家族や利用者の意向を取り入れたサービスの 善をお願いします。

者のみでなく、家族等の考えを適切

成されている

に把握するとともに、その考えを含

提供に努めている。

めた計画を作成することは重要で
あるといえます

14

 利用者の有する能力を最大

1

12

10

0

限に活かした、
「心身の機能
の維持回復」
「生活機能の維
持又は向上」
を目指すことを
重視した計画が作成されて
いる

✓ 「利用者の有する能力を活かした、
心身機能の維持回復を重視した計

［具体的な状況・取組内容］

画の作成」について、充足度を評価

利用者の既往歴や状態を考慮しながら食事提
供やケアを行っているが、事業所内でのリハ
ビリや環境整備で不十分なところがある。

します
✓ 「利用者が尊厳を持って、その有す
る能力に応じ地域において自立し
た日常生活を営む」ために、必要な
視点であるといえます

③ 利用者の今後の状況変化の予測と、リスク管理を踏まえた計画の作成
15

 利用者の今後の状況変化の

1

12

10

0

✓ 「状況変化の予測」と「リスク管理」

予測と、
リスク管理を踏まえ ［具体的な状況・取組内容］

の２つの視点から、充足度を評価し

た計画が作成されている

ます

利用者の状況変化の予測とリスクを踏まえて

✓ 介護・看護が一体的に提供される看

計画するようにしている。

護小規模多機能型居宅介護におい
ては、特に看護職による予後予測な
どを踏まえて計画を作成すること
が重要です

（２） 利用者等の状況変化への迅速な対応とケアマネジメントの実践
14

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

運営推進会議における
意見等

評価の視点・
評価にあたっての補足

主治医との連携や、訪問での利

✓ 「早期の把握」と「計画への適宜反

用者の状態の把握、異常時の対

映」の２つの視点から、充足度を評

全く
できていな
い

① 継続したアセスメントを通じた、利用者等の状況変化の早期把握と計画への反映
16

 サービス提供を通じた継続

0

12

11

0

的なアセスメントにより、
利 ［具体的な状況・取組内容］

用者等の状況変化を早期に アセスメントに関して完全ではないところが 応など改善してきている。今後
把握し、
計画への適宜反映が あり、計画へ十分展開出来ていない。

も改善対応をおこなっていって

行われている

ください。

価します

② 居宅への訪問を含む、利用者等の暮らし全体に着目したアセスメントの実施と計画への反映
17

 通い・泊まりの利用に過度に

1

12

10

0

偏らないよう、
適時適切に利 ［具体的な状況・取組内容］

引き続き対応していってくださ

✓ 「訪問による、家族等を含めた居宅

い。

での生活状況の変化の継続的な把

用者宅を訪問することで、
家 在宅でのサービス利用をご家族へ説明し、了

握」という視点から、充足度を評価

族等を含めた居宅での生活 解を得るようにしている。

します
✓ 訪問によるケアの提供は、家族等を

状況の変化を継続的に把握 通い・泊まりのサービスを適時適切に利用し
している

含めた居宅での生活状況を把握す

ていただくよう提案している。

るためにも重要です
✓

③ 利用者等の状況変化や目標の達成状況等に関する関係多職種との情報共有
18

 利用者等の状況変化や目標

2

13

7

1

の達成状況等について、
主治 ［具体的な状況・取組内容］

引き続き対応していってくださ
い。

✓ 「利用者等の状況変化や目標の達
成状況等の事業所内外を含む関係

医など、
事業所内外を含む関 主治医に対しては、訪問看護報告書を作成し、

多職種との情報共有」について、充

係多職種と情報が共有され 定期的に報告している。また、病状について

足度を評価します

ている

は、適宜相談している。

（３）介護職・看護職の協働による一体的なサービスの提供
15

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

運営推進会議における
意見等

評価の視点・
評価にあたっての補足

2

情報共有の工夫がされてきてい

✓ 「介護職と看護職の専門性を活か

① 介護職と看護職の相互の専門性を生かした柔軟なサービスの提供
19

 介護職と看護職のそれぞれ

0

13

8

ると思います。
の専門性を最大限に活かし ［具体的な状況・取組内容］
ながら、
柔軟な役割分担が行 介護職は利用者の状況を注意して観察し、問

われている

した役割分担」について、充足度を
評価します

題があれば看護師へ報告する。看護師が状態

✓ 介護・看護が一体的に提供される看

を確認した上で、医師に連絡し指示をいただ

護小規模多機能型居宅介護では、効

いている。

果的・効率的なサービス提供のため
に、各々の専門性を活かした役割分
担や、業務の状況等に応じた柔軟な
役割分担を行うことが重要です
✓

20

 利用者等の状況について、
介

0

13

8

✓ 「介護職と看護職の情報共有およ

2

護職と看護職が互いに情報 ［具体的な状況・取組内容］

情報共有の工夫がされてきてい

を共有し対応策を検討する 連絡ノートや記録簿・ホワイトボード、朝礼 ると思います。

び対応策の検討」について、充足度
を評価します

など、両職種間の連携が行わ 時での申し送り等で情報共有を行っている。
れている

変更等があれば、その都度相談している。

② 看護職から介護職への情報提供および提案
21

 看護職から介護職に対して、

2

15

6

✓ 「看護職の専門性を活かした、介護

0

疾病予防・病状の予後予測・ ［具体的な状況・取組内容］

情報共有の工夫がされてきてい

心身の機能の維持回復など 利用者に関する看護から介護への情報提供、 ると思います。
の観点から、
情報提供や提案 また、介護から看護への情報提供を行い、問
等を行っている

題に対する対応を求めるようにしている。

職への情報提供や提案等」につい
て、充足度を評価します
✓ このような情報提供や提案等は、看
護職の専門性を活かした役割の１
つとして期待されます

（４）利用者等との情報及び意識の共有
16

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

運営推進会議における
意見等

評価の視点・
評価にあたっての補足

1

職員の教育を充実させてくださ

✓ 「利用者等の理解」について、充足

① 利用者等に対するサービスの趣旨及び特徴等についての情報提供
22

 サービスの趣旨および特徴

2

12

8

等について、
分かりやすく説 ［具体的な状況・取組内容］

い。

度を評価します

明し、利用者等の理解を得て 口頭の説明だけでなく、サービス計画等を用
いる

いて説明している。費用や実費負担について
も具体的に説明している。職員にはまだ把握
できていないところもあり、研修等で教育し
ていく。

② 利用者等への「在宅での療養生活」に係る指導・説明
23

 作成した計画の内容や在宅

4

10

8

1

での療養生活の継続に向け ［具体的な状況・取組内容］

看護師やケアマネからわかりや
すく具体的に説明ができてい

✓ 「利用者等の理解」について、充足
度を評価します

て留意すべき点等について、 看護師やケアマネより、必要に応じて分かり る。
分かりやすく説明し、
利用者 やすく家族、利用者に説明している。
等の理解を得ている

24

 利用者等が行う医療処置や

3

12

7

1

医療機器の取り扱い方法、
家 ［具体的な状況・取組内容］

看護師やケアマネからわかりや
すく説明している。

族等が行うケアの提供方法 医療機器の取り扱いや説明等は、看護師が中
等について、
分かりやすく説 心となり、ケア方法をその都度説明している。
明し、利用者等の理解を得て
いる

③ 重度化した場合や終末期における対応方針の、利用者等との相談と共有
17

✓ 「利用者等の理解」について、充足
度を評価します

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

運営推進会議における
意見等

評価の視点・
評価にあたっての補足

25

 利用者本人（意思の決定・表

3

13

6

1

利用者や家族の意向を取り入れ

✓ 「サービス提供への適切な反映」に

示ができない場合は家族等） ［具体的な状況・取組内容］

てもらっている。

ついて、充足度を評価します

の希望や意向を把握し、
サー 利用者及び家族の意向を踏まえ、サービス計
ビスの提供に反映している

26

 在宅生活の継続の可否を検

画を作成している。
1

14

7

1

ほぼ出来ていると思われる。

✓ 「将来に発生し得る様々なリスク

討すべき状況を予め想定し、 ［具体的な状況・取組内容］

を想定した上での、対応策の検討と

その際の対応方針等につい 状態の変化に応じてサービス計画の見直しを

共有」について、充足度を評価しま

て、利用者等と相談・共有す 行い、利用者や家族と相談している。

す

ることができている

27

 終末期ケアにおいて、
利用者

3

6

9

5

等に適切な時期を見計らっ ［具体的な状況・取組内容］

看取りの際、どの様な手順を行

✓ 「予後および死までの経過の説明」

うか可視化出来るようにマニュ

と「記録の有無」の２つの視点から、

て、
予後および死までの経過 終末期に関わる例が今現在ない。また、終末 アルみたいな物を作成されては
を丁寧に説明し、
説明した内 期ケアにおける該当がない。

どうでしょうか。

充足度を評価します
✓ 「丁寧に説明し」且つ「記録として

容や利用者等の意向等を記

残している」場合は「よくできてい

録として残している

る」

２．多機関・多職種との連携
（１） 病院・施設等との連携による円滑で切れ目のないケアの提供
① 病院・施設等との連携や情報共有等による、在宅生活への円滑な移行
28

 病院・施設等との連携・情報

1

16

6

✓ 「利用者の円滑な在宅生活への移

0

共有等により、病院・施設等 ［具体的な状況・取組内容］

ほぼ出来ていると思われる。

からの、
利用者の円滑な在宅 退院後の利用者に対し、主治医と連携し、在

行」について、充足度を評価します
✓ 例えば、
「退院・退所前のカンファ

生活への移行を支援してい 宅生活移行へ対応している。

レンスへの参加」
、
「利用者等に係る

る

病院・施設等との継続した情報共

18

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

運営推進会議における
意見等

全く
できていな
い

評価の視点・
評価にあたっての補足
有」などの取組が考えられます

② 入院・入所の可能性がある利用者についての、主治医等との対応方針の共有
29

 すべての利用者について、
緊

4

11

7

1

ほぼ出来ていると思われる。

急時の対応方針等を、
主治医 ［具体的な状況・取組内容］

との相談・共有」を評価します
✓ 利用者の状態変化・家族等介護者の

等と相談・共有することがで 特に病状が不安定な利用者は、主治医に相談
きている

✓ 「緊急時の対応方針等の主治医等

状況の変化など、実際に発生する前

し指示をいただいている。

の段階から予め対応方針等を主治
医等と相談・共有しておくことが重
要です

③ 地域の医療機関等との連携による、急変時・休日夜間等に対応可能な体制の構築
30

 地域の医療機関等との連携

3

13

7

0

により、休日夜間等を含め ［具体的な状況・取組内容］

緊急での対応も地域の医師の協

✓ 「即座な対応が可能な体制の構築」

力により迅速に対応され助かっ

について、充足度を評価します

て、すべての利用者につい 緊急時の対応について、看護師との連携を行 ています。
て、
急変時に即座に対応が可 い、即座に対応できる体制(宿直対応・24 時 職員でできていないと思われる
能な体制が構築されている

とする理由はなにかを把握し改

間オンコール対応)を整えている。

善する必要がある。

（２） 多職種との連携体制の構築
① 運営推進会議等における、利用者のために必要となる包括的なサポートについての、多職種による検討
31

 運営推進会議等において、
利

介護保険以外のサービスを含め

✓ 「利用者のために必要となる、介護

た支援をおこなっていくために

保険外のサービスやインフォーマ

れる包括的なサポートにつ 多職種との関りがない。地域資源の活用や、 も、地域資源への働きかけを行

ルサポート等を含めたケアの提供

いて、民生委員・地域包括支 地域との関りをもっと持つことが必要であ ってください。

について、多職種とともに検討・支

3

9

8

3

用者のために必要と考えら ［具体的な状況・取組内容］

19

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

運営推進会議における
意見等

評価の視点・
評価にあたっての補足

援センター・市区町村職員等 る。

とても大切なことだと思いま

援を行っていくなどの取組」の充足

への情報提供や提案が行わ

す。多職種と連携がとれている

度を評価します

れている

ことで、いざという時にスムー

✓ そのような取組をしたいことがな

ズに対応ができ、柔軟にニーズ

い場合は「全くできていない」

に答えることができると思いま

✓ 民生委員のみでなく、自治会長や町

す。

会長などの住民代表も対象です

３．誰でも安心して暮らせるまちづくりへの参画
（１） 地域への積極的な情報発信及び提案
① サービスの概要及び効果等の、地域に向けた積極的な情報の発信
32

 運営推進会議の記録につい

6

10

5

2

よくできている。

✓ 「誰でも見ることができる方法で

て、
誰でも見ることができる

の情報発信」と「迅速な情報発信」

ような方法での情報発信が、

の２つの視点から、充足度を評価し

迅速に行われている

ます

［具体的な状況・取組内容］
運営推進委員会の欠席者に対して、報告書の
郵送や、記録の事業所内開示を行っている。
職員への周知が不十分なため、運営推進会議
の内容を具体的にわかりやすく伝えていく。

33

 サービスの概要や地域にお

4

7

10

✓ 「積極的な啓発活動」について、評

2

いて果たす役割等について、 ［具体的な状況・取組内容］

良くできている。コロナ禍にお

価する項目です

「チラシ等の配布」や「地
正しい理解を広めるため、
地 地域の集まりで看多機のサービス概要等を説 いても積極的に活動されていた ✓ 例として、

域住民向けの積極的な啓発 明。サロンを開催し、事業所の活動を見ても と思います。

域説明会の実施」などの取組が考え

活動が行われている

られます。

らうようにしている。また、地域の活動にも

20

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

運営推進会議における
意見等

評価の視点・
評価にあたっての補足
✓ 利用者や職員の確保のみを目的と

参加している。

した活動等は除きます

（２） 医療ニーズの高い利用者の在宅での療養生活を支える、地域拠点としての機能の発揮
① 看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者以外を含む、地域への訪問看護の積極的な提供
34

 看護小規模多機能型居宅介

0

0

0

✓ 「指定訪問看護事業所の指定を併

0

護事業所の登録者以外を対 ［具体的な状況・取組内容］

指定なし

せて受けている事業所」のみが対象

象とした訪問看護を積極的 指定なし。

です。該当しない場合は、実施状況

に実施している

欄は無記入で、[具体的な状況・取
組内容]欄に｢指定なし｣と記入して
ください
✓ 「登録者以外を対象とした訪問看
護」を実施してないていない場合
は、
「全くできていない」
✓ 「あまりできていない」～「よくで
きている」は、その「積極性」の視
点から、充足度を評価します

② 医療ニーズの高い要介護者の積極的な受け入れ
35

 「たん吸引」
を必要とする要

2

4

15

2

介護者を受け入れることが ［具体的な状況・取組内容］

痰吸引が必要になった時点で事
業所や自宅で練習を行って頂き

できる体制が整っており、
積 痰吸引が必要な利用者については、日中は看 安心に繋がり助かりました。
極的に受け入れている

✓ 「積極的な受け入れ」について、充
足度を評価してください
✓ 「受け入れることができる体制」が

護師が痰吸引を行っている。

現状で良いのでは？

整っていない場合は、
「全くできて

現在利用されている方は、夜間に痰吸引の必

受け入れる体制整備として、職

いない」

要のない方。急変に対しては、24 時間オンコ

員教育が重要になってくると思

21

✓ 「あまりできていない」～「よくで

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

ール体制を整えている。

運営推進会議における
意見等
います。

評価の視点・
評価にあたっての補足
きている」は、その「積極性」の視
点から、充足度を評価します

36

 「人工呼吸器」
を必要とする
要介護者を受け入れること
ができる体制が整っており、
積極的に受け入れている

0

０

11

12

現状のままで良いのでは。

✓ 「積極的な受け入れ」について、充
足度を評価してください

［具体的な状況・取組内容］

✓ 「受け入れることができる体制」が

対象者がいないので、設備面や技術面も含め、

整っていない場合は、
「全くできて

今後の課題。

いない」
✓ 「あまりできていない」～「よくで
きている」は、その「積極性」の視
点から、充足度を評価します

37

 「看取り支援」
を必要とする

0

5

9

9

要介護者を受け入れること ［具体的な状況・取組内容］

受け入れ体制の整備（特に職員
教育）が必要だと思う。

✓ 「積極的な受け入れ」について、充
足度を評価してください

ができる体制が整っており、 看取りに対しての職員教育及び経験等が不十 終末ケアにおけるプロセスの理 ✓ 「受け入れることができる体制」が
整っていない場合は、
「全くできて
積極的に受け入れている
分であるため、事業所としての取り組みや職 解の為の研修や教育をおこなっ
員の研修が必要。検討・実施していく。

てください。
法人内の看護事業所等、有効な
社会資源を活用し教育に役立て
ください。

いない」
✓ 「あまりできていない」～「よくで
きている」は、その「積極性」の視
点から、充足度を評価します

（３） 地域包括ケアシステムの構築に向けての、まちづくりへの参画
① 行政の地域包括ケアシステム構築に係る方針や計画の理解
38

 管理者および職員が、
行政が

0

9

8

6

22

✓ 「内容等の理解」について、その充

事業所自己評価
番
号

評価項目
介護保険事業計画等で掲げ

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

［具体的な状況・取組内容］

運営推進会議における
意見等
地域包括システムについては、

評価の視点・
評価にあたっての補足
足度を評価します

ている、
地域包括ケアシステ 地域包括システムの内容や具体的な活動方法 まず地域の中での事業所の役割 ✓ 地域包括ケアシステムの構築にあ
ムの構築方針や計画の内容

を理解していない。地域包括との関りが必要

を職員が理解することから始め

たっては、その中で各々が果たすべ

等について理解している

である。

てみてはどうか。

き役割を、明確に理解することが必
要であるといえます
✓ 地域包括ケアシステムの構築方針
や計画などがない場合は、
「全くで
きていない」

② サービス提供における、
（特定の建物等に限定しない）地域への展開
39

 サービスの提供エリアにつ

3

19

4

1

いて、特定の集合住宅等に限 ［具体的な状況・取組内容］
定せず、
地域に対して積極的 特定の集合住宅等に限定せず、地域に対して
にサービスを提供している

積極的にサービスを提供している。

✓ 「特定の集合住宅等に限定しない、
地域への積極的な展開」について、
充足度を評価します
✓ 看護小規模多機能型居宅介護は、特
定の集合住宅等に限定することな
く、地域全体の在宅療養を支える核
として機能していくことが期待さ
れます
✓ 特定の集合住宅等のみを対象とし
ている場合は「全くできていない」

③ 安心して暮らせるまちづくりに向けた、関係者等への積極的な課題提起、改善策の検討等
40

 介護・看護の観点から、地域

3

8

6

6

✓ 「課題提起や改善策の提案等の取

の関係者に対し、
必要に応じ ［具体的な状況・取組内容］

組」について、その充足度を評価し

て課題提起や改善策の提案

地域の関係者に対して、看護や介護の観点か

ます

等が行われている

らの具体的課題提起や改善策の提案が出来て

✓ 今後は、サービスの提供等を通じて

いない。今後は、地区の定例会等を利用し、

得た情報や知見、多様な関係者との

提案していく。

ネットワーク等を活用し、必要とな

23

事業所自己評価
番
号

評価項目

よく
できて
いる

おおよそ
できてい
る

あまりで
きていな
い

全く
できていな
い

運営推進会議における
意見等

評価の視点・
評価にあたっての補足
る保険外サービスやインフォーマ
ルサービスの開発・活用等、利用者
等のみでなく地域における課題や
改善策を関係者に対して提案して
いくなどの役割も期待されます
✓ そのような取組をしたことがない
場合は、
「全くできていない」

41

 家族等や近隣住民などに対

2

11

3

✓ 「家族等や近隣住民に対する、介護

7

し、
その介護力の引き出しや ［具体的な状況・取組内容］

力の引き出しや向上のための取組」

向上のための具体的な取組 利用者のご家族等に生活状態を伝え、看護師

について、その充足度を評価します

等が行われている

✓ 今後は、利用者への家族等や近隣住

を中心に介護面や医療面でのアドバイスを行

民の関わりを促しながら、関係者全

っている。

員の介護力を最大限に高めること
により、在宅での療養生活を支えて
いくための環境を整えていくなど
の役割も期待されます
✓ そのような取組をしたことがない
場合は、
「全くできていない」

番
号

評価項目

運営推進会議における
意見等

事業所自己評価
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評価の視点・
評価にあたっての補足

番
号

評価項目

運営推進会議における
意見等

事業所自己評価

評価の視点・
評価にあたっての補足

Ⅲ 結果評価
① 計画目標の達成
42

 サービスの導入により、利用 １．ほぼ全ての利用者について、達成されて
者ごとの計画目標が達成さ
れている

✓ 「計画目標の達成」について、評価し

いる
２．利用者の２/３くらいについて、達成され
ている
３．利用者の１/３くらいについて、達成され
ている
４．利用者の１/３には満たない

ます

［具体的な状況・取組内容］
利用者が自分でできることを見つけて、サー
ビス計画に反映させている。

② 在宅での療養生活の継続に対する安心感
43

 サービスの導入により、利用 １．ほぼ全ての利用者について、達成されて
者およびその家族等におい
て、医療が必要な状況下にお
いての在宅での療養生活の
継続に対し、安心感が得られ
ている

✓ 在宅での看取りを除く、全ての利用者

いる
２．利用者の２/３くらいについて、達成され
ている
３．利用者の１/３くらいについて、達成され
ている
４．利用者の１/３には満たない

およびその家族等に対し、サービスの
提供により実現された「医療が必要な
状況下においての、在宅での療養生活
の継続に対する安心感」について、評
価します

［具体的な状況・取組内容］
医療が必要な利用者(痰吸引・インスリン)に
おいて、主治医の指示のもとに看護師が在宅
での療養方法を家族に伝え、安心感が得られ
ている。

44

 サービスの導入により、在宅 １．ほぼ全ての利用者について、達成されて 看取りの際、どの様な手順を ✓ 在宅での看取りを希望する利用者お
での看取りを希望する利用

いる
２．利用者の２/３くらいについて、達成され
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行うか可視化出来るようにマ

よびその家族等に対し、サービスの提

番
号

評価項目
者およびその家族等におい
て、在宅での看取りに対する
安心感が得られている

運営推進会議における
意見等

事業所自己評価
ている
３．利用者の１/３くらいについて、達成され
ている
４．利用者の１/３には満たない
５．看取りの希望者はいない
［具体的な状況・取組内容］

評価の視点・
評価にあたっての補足

ニュアルみたいな物を作成さ

供により実現された「在宅での看取り

れてはどうでしょうか。

に対する安心感」について、評価しま
す
✓ 在宅での看取りは、事業所内（通い・
泊まり）での看取りを含みます

看取りに対する職員教育や経験等が不十分な
為、今後研修等を通じて看取りに取り組んで
いく。

26

✓ 在宅での看取りの希望者がいない場
合は、
「５．看取りの希望者はいない」

