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【事業所概要】
特定非営利活動法人 地域福祉活動支援協会
法人名
所在地

看護小規模多機能泊まれて通える施設
事業所名

人間大好き

つむぎ

（〒 739－0141 ）
東広島市八本松町飯田 525-3

【事業所の特徴、特に力を入れている点】
入浴・排泄・食事・機能訓練などの介護サービスに加え、看護師が、常勤しかかりつけ医の指導のもと体調管理・服薬などの医療面の管理を行ってい
ます。また、訪問看護により御自宅での体調管理や医療面の処置も行っています。
住み慣れた御自宅での生活が最後まで継続出来るように、医療・介護の両面から日常生活を支えています。
【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 2021

年 1 月 21 日

実施人数

（ 17 ）人

出席人数（合計）

（ 8 ）人

※管理者を含む

【運営推進会議における評価の実施概要】
実施日

西暦 2021 年 3 月
□自事業所職員（ 人）

10

日

□市町村職員（

人）

出席者（内訳）
□利用者（

人）

□利用者の家族（

人）

☑地域包括支援センター職員（ 1 人） ☑地域住民の代表者（ 7 ）人
□知見を有する者（

■ 前回の改善計画の進捗評価
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※自事業所職員を含む

人）

□その他（

人）

進捗評価
項目

Ⅰ．事業運営の評価
（評価項目 1～10）

前回の改善計画

①外部研修・内部研修・技術指導を行い新人職員の介

進捗評価

実施した具体的な取組

①

自己評価

運営推進会議による
意見等

外部研修はコロナ禍で機会が少なく、少人数の

施設理念に基づき、職員一

あまり出来ていない

参加であったが、内部研修は職員のスキルに合

人一人が方針をしっかり

が減少しているこ

わせて実施し定期的なもの平行して行った。

理解し、看護・介護従事

とは立派である、

毎日必ず見る担当表を修正し連絡事項欄をつ

者として業務に関われる

人にやさしい施設を

②人員を確保し、職員の育成を行っていく。

け、日々活用し、朝の申し送り時や支援会議・

よう

貫いてほしい。

支援方法を検討し、能率的な支援を行い無駄な動きを

カンファレンスで情報共有に努めている。人員

研修を定期的に実地する

過去と比較して、あ

確保に努め、適宜全体研修のほか。個別指導助

のを継続する。

まり出来ていない・

護技術を向上させる。
働きやすい環境つくり（人間関係・勤務体制・就業環
境）

②

省いていく。
③医療面の体制を整える。

言を行い、相談には気軽にのり育成に努めてい

就業環境については、見直

全くできていないが

④つむぎ職員としての自覚をもつ。

る。個人目標を各自提出してもらい自覚を育て

しを行い動線を踏まえ、

減ってはいるが、あ

法人としての管理体制のマニュアル化。

ている。

整理整頓・適宜道具導入

まり出来ていないが

看護師が随時連携、毎月主治医へ計画・報告者

など行い１つ１つ改善が

まだ多すぎる。全く

を提出している。療機関退院後の期間を決めて

図れている。

できていないが一人

③

④

の宿泊サービス・看護師による介護療養の相談

利用者や職員に管理者が直

でもいるということ

助言や看取りの利用者様家族に対し不安の無い

接適宜コミュニケーショ

も重く受け止めてほ

よう助言・相談・対応等、介護も皆で協力し在

ンを取り傾聴や状態把握

しい。いろいろな角

宅における介護療養生活を支えている。

に努めている。

度から見ても認めて

法人としての管理体制のマニュアルはあるが、

看護連携が強化され、医療

つむぎ内での役割の明確化は見直しを行い改善

体制の強化ができ、利用

ってください。

予定。

者の状態に即応した支援

利用者や家族からの

ができるようになってき

理解が得られ、努

ている。

力が実ってきてい

４月からの法改正もあり業
務と役割の見直しを行
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いただけるよう頑張

ますね、引き続き

い、時間内に業務が行

継続して頑張って

え、より利用者サービス

ください。

向上に努める。

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）

①職員を含めての定期的なマニュアルの見直しを行い

①

連絡事項欄の活用・朝の申

多職種連携を進めて

善していった。

し送りの充実により情報

いく中で、情報共

職員による日々のコミュニケーションや適宜ヒ

共有が多職種のミーティ

有が大切と思う

②定期的に支援会議を行い情報交換・情報の確認を行

ヤリングを行い、管理・ケアマネ・看護と連携を

ングや日々利用者や家族

が、情報理解に対

う。伝達・連絡票を最大限に活用する

密にしミーティングを行い、随時職員にわかりや

とのコミュニケーショ

して学習が足りて

③家族の意向・支援体制が優先してしまっているので

すく伝えて支援に活かしていくよう努めている。

ン・カンファレンスの質

いない職員がいる

送迎の際や面談や日々の会話を利用し、利用者の

の向上を図り、利用者の

ことは困るので、

り。

話に耳を傾け、職員間でカンファレンスを行い家

状態にあわせたサービス

安心・安全を目指

④独居の利用者様は、安全面を考えるといた仕方のな

族と連携を図るよう努め、両者の意向の調整や充

の提供を実績として積み

し、学習を深めて

い面あり。利用者様が楽しめるような、環境つくりを

実をはかっている。

重ねている。今後も弛む

努力してほしい。

独居の利用者にサービスにつなげ安全に過ごし

ことなく継続し精進して

アセスメントが会議

ご家族と過ごす時間が少しでも持てるようご家族に働

ていただくよう夏に毎日訪問したり、利用者が以

いく。

きかけていく。

前から好きであった編み物や絵画などをレクレ

医療知識・介護知識の向上

に素早く反映され

ご家族の支援の難しい利用者様に関しては施設等への

ーション以外に個別支援に取り入れたり、ご家族

を目指し引き続き研修に

るよう頑張ってく

入所も随時勧めていく。

のご理解と協力を得ながら取り組んでいる。多職

努め、介護職に対する認

ださい。

種連携し、施設入所が一考される場合には施設入

識や自覚が薄い職員に対

所も随時薦めている。

しては個別相談や助言指

っていく。
支援会議等で、随時検討、見直しを行っていく。

利用者の意向も尊重した支援を検討していく必要あ

心がける。

②

③

④

管理者変更に伴い、マニュアルの見直し・適宜改

などの結果、計画

導に努めていく。

２．多機関・多
職種との連携
（評価項目 28
～31）

①医療センターなど大きな病院に関しては連携室と連

①

総合病院の医師が主治医の場合、本人・家族の

退院直後の自宅復帰は、ご

退院直後のサービス

要望に合わせて夜間・休日の対応や かかりつ

家族、利用者様も不安が

は、本人も家族も

け医の提案・調整・連携した。入退院時の情報

多く宿泊サービスを利用

心強いと思いま

く。

交換・退院後、自宅復帰に向けての連泊を含

して頂き相談にのる事で

す。

②地域との関わりを持つ為、地域の行事や包括会議等

め、在宅生活への円滑な移行のために環境整備

安心につながっている。

携をとっていく。
連携室の協力のもとかかりつけ医の提案をしてい
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へ積極的に参加していく。

に対する助言・病院、施設などと協議相談・状

②

かかりつけ医との調整・連

民生委員や包括セン

態の変化に伴って適宜、看護師が中心となって

携 24 時間看護師がオンコ

ターの協力は多い

主治医と連携し不安のないような体制をとって

ールにより対応出来るの

に活用してほし

いる。

で、ご家族様の安心感を

い。

コロナ禍で外出や行事に制限がかかり地域包括

得ている。急変時等の対

定期的に急変時の対

ケア会議もない中、運営推進委員・家族を交え

応は状況により家族の思

応を確認したほう

ての芋堀/りや主治医・近隣施設への年賀状を作

いも変わってくるので定

がよい。

り届けたり

期的に確認が必要

コンビニと連携しての認知症利用者の見守り・

独居の利用者様や、難事例

民生委員からの認知症相談対応等行っている。

などの相談を受けたり、
民生委員・包括支援セン
ターの協力を得ることで
在宅での生活継続につな
がっている。今後も引き
続き努力していく。

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地域の行事・地域の包括会議等に積極的に参加し、

①

コロナ禍で外出や行事に制限がかかる中、運営

コロナ禍ではあるが、対応で

年賀状の作成や投函

地域との関わりをしっかり持っていくようにする。

推進委員・家族を交えての芋堀/りや主治医・近

きる行事はお知らせし行

など喜ばれたと思

②運営推進委員の参加は得られたが、近隣の方々の参

隣施設への年賀状を作り届けたり、コンビニと

えた。感染対策は引き続き

います。

加は得られていないので、開催日程・内容を検討し引

連携しての認知症利用者の見守り・民生委員か

厳守した上でサロンや外

福祉を担っている意

き続きお願いしていく。

らの認知症相談対応等行っている。

部講師などを検討してい

識の向上を深めて

地域の方より相談を受けたことを民生委員につ

きたい。利用者サービス向

ほしい。

なぎサービスの利用につなげることが出来た。

上の一環として訪問美容

②

相談⇒つむぎ⇒民生委員⇒包括支援センター⇒
サービス利用につながった。
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の導入を行う。

余裕人員の補充など
体制上の問題を改

吐物処理の技術研修を行っ

善して、ご無理を

たが家族だけでなく、今後

され過ぎないよう

も運営推進会議等も利用

に頑張ってくださ

して地域へ介護力向上に

い。

役に立てるよう努めてい
く。

Ⅲ．結果評価
（評価項目 42～44）

①

介護職員の痰吸引の体制が整っていない。また

①

３名の看護師が、県の介護職員への喀痰吸引や経

現状は、該当利用者がいない

利用者の計画目標達

医療的な知識・介護技術も不足している為、夜

鼻栄養指導の認可を受けた。今は該当利用者はい

ので実施には至っていない

成は素晴らしいこ

勤を行う職員を中心に研修に受講し、対応出来

ないが、該当者が出た場合、介護職員が基本研修

が指導者の体制は整ったの

とですが、職員に

るようにする。

（２日）を受講すれば、所内で認定資格を与える

で、コロナが収まったら、基

過度な負担がかか

ことができる状態にまでは整えた。

本研修を順次受講し、対応で

らないように頑張

きるように努めていく。安全

ってください。

対策委員の設置も検討して
いく。
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※「前回の改善計画」および「実施した具体的な取組」は事業所が記入し、
「進捗評価」は自己評価・運営推進会議における評価の総括を記載します

■ 今回の「評価結果」および「改善計画」
項目
Ⅰ．事業運営の評価
（評価項目 1～10）

評価結果

改善計画

医療連携が強化され、介護職員に医療知識を深めるための相談 ① 医療面・身体機能など、重度の利用者の対応がスムーズに
役も施設内にいることで 看護小規模多機能施設として

出来るよう、介護職員の医療知識・介護技術の向上に努め

体制は整ってきている。基本理念をさらに深く追及しつつ、

ていく。

人材育成はコミュニュケーション・報告連絡相談・医療・介 ② 観察力を高めるため研修を行い、利用者の都度の状態変化
護の研修を強化し 職員１人１人が仕事に誇りをもてるよ

に応じての対応が出来るようにしていく。

うに情報共有や意識づけができる体制の構築が不十分であ ③ 災害時の対応がスムーズに出来るようにする。
る。

④ 緊急時の対応・看取りについて家族の意向を確認し医師・

緊急時を看護頼りではなく、職員１人１人が福祉職としての

看護師と連携し家族の思いに添った対応をしていく。

自覚を持ち、速やかな対応ができるよう 安心・安全な施設 ⑤ 緊急時の対応研修や連絡網活用訓練を行う。
運営が不十分である。

⑥ 職員各自の個別性を考慮しながらも、報告・連絡・相談の

やるべきことが多くて、時間内に業務が終われないことが多く
見直しが不十分である。

研修を強化し 福祉職としての自覚を持ち、皆で協力して
いく。
⑦ 就業環境や業務見直しを行い時間内に業務が終われるよう
協力していく体制を図る。

Ⅱ．サービ １．利用者等の 利用者の情報をしっかりアセスメントし共有する必要がある。 ① 研修を強化し、全職員の観察力を高め、報告・連絡・相談
特性・変化に応
ス提供等
の徹底を図る。
じた専門的な 看護職だけでなく、介護職も日常の状況を様子観察し、記録を
の評価
② 外部研修・内部研修・看護師の研修などで医療面の向上・
サービス提供
取る。わからないことは家族から情報を得て、情報は必ず共
（評価項目 11
介護技術を向上させる。
有していく事が職員全員に行きわたってなく不十分である。
～27）
③ 家族・医師・他職種と連携し利用者の情況把握に努め、引
利用者の個別性に対応した支援は強化され出来てきている。
利用者の身体状況に合わせた看護や介護は対応できてきてい
る。

き続き状態に応じた 対応をしていく。
④ 自宅での、食事形態・介助法を家族より聞き取り、在宅に
近い支援を行う。
利用者に応じた介助方法を家族に提案していく。
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２．多機関・多 包括センター・利用者のかかりつけ医・総合病院・他事業所と ①かかりつけ医・主治医などの医療機関と連携を構築してい
職種との連携
の連携を図り、在宅生活が円滑にできる対応・家族への助言・ く。
（評価項目 28
終末期（看取り）への取り組みなどサービス向上に努め、連 ②独居の利用者様に関しては、家族・民生委員・包括支援セン
～31）
携体制が整い始めている。
ターと連携し支援していく。
② 職員各自が家族と連携できるよう、意識向上と研修を深め
ていく。
３．誰でも安心 コロナ禍で難しいことも理解できるが、地域への連携が不十分 ②
して暮らせる
である。
まちづくりへ
の参画（評価項 地域に事業所の活動を知ってもらうため、広報だけでなく開か
目 32～41）
③
れた施設にする工夫をして地域との密な関係作りをするこ
とが不十分である。

近隣住民との関係作りに心がけ、地域の中のつむぎを意識
して活動する。また、地域の行事等に積極的に参加してい
く。
看護小規模多機能つむぎの特性を地域の方に知って頂き、
ホームページの活用やサロンなど、相談窓口になれるよう
に努める。

Ⅲ．結果評価

３名の看護師が、県の介護職員への喀痰吸引や経鼻栄養指導

① 研修がオーバーワークにならないかを配慮しながら、介護

（評価項目 42～44）

の認可を受け、介護職員が基本研修（２日）を受講すれば、

職員が自信をもって許された必要な医療行為をできるよう

所内で認定資格を与えることができる状態にまでは整った。

育成していく。研修が始まれば 希望者から随時基本研修

研修や業務が過度にならないよう、充分な人材確保と体制作

に参加していく。

りが必要である。

② 充分な人材確保と体制作りが必要である。

※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

■ 評価表 [事業所自己評価・運営推進会議における評価]
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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足

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

✓ ①～⑤の全てを含む理念等があ

〇
7

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

医療ニーズの高い利用者の ［具体的な状況・取組内容］

運営推進会議における評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足

去年に比べ出来ているの割合

る場合は「よくできている」

在宅生活の継続支援」、「② 「利用者様の気持ちを尊重し、看護・介護・ が高くなっています。

✓ ①～⑤の一部を含む理念等が掲

在宅での看取りの支援」、 家族の連携で、住み慣れた地域で暮らし続 連携が円滑で深まったことは

げられている場合は、
「おおよそ

「③生活機能の維持回復」
、 けることができるよう支援します」という 良いことです。

できている」もしくは「あまり

「④家族の負担軽減」、「⑤ 理念のもと、申し送り時に毎朝唱和してい あまり出来ていないが去年の

できていない」

地域包括ケアへの貢献」を る。職員に指導するとき左記内容を念頭に ８から４に減っていることは ✓ 独自の理念等が明確化されてい
含む、独自の理念等を掲げ おいた判断を根拠に伝えている。

立派で努力のあとが見える。

ている

利用者からの理解が得られて

ない場合は「全くできていない」

いることがよく感じられま
す。
2

 サービスの特徴および事業
所の理念等について、職員

研修など大変でしょうが、理 ✓ 「サービスの特徴および理念等

〇

がその内容を理解し、実践 ［具体的な状況・取組内容］
している

新人には全サービスの理解が及べてない者
もいたため、個別に対話教育し、申し送り・カ
ンファレンス時や利用開始時にサービスの必
要性やアセスメントを職員に周知している。
理念毎朝唱和との併用と研修で理解して実
践できてきている。

（２） 人材の育成
① 専門技術の向上のための取組

8

念遂行できるよう努力を続け

を踏まえた実践」の充足度を評

て頑張ってください。

価します
✓ 独自の理念等が明確化されてい
ない場合は「全くできていない」

事業所自己評価
番
号

評価項目

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

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評価
コメント記入欄

これからのつむぎとして皆で ✓ 「育成計画の作成」の状況につ

〇

よくしていこうと協力して頑

［具体的な状況・取組内容］
アンケート・個人目標を提出してもらい意
識づけ、個人面接や研修助言の充実に役立
てている。日々の業務時での不安を傾聴し
必要時研修を企画実行している。

 法人内外の研修を受ける機

です。

などを作成している場合は「よ

皆、一致団結して 個人の努

くできている」

力で頑張ってください。

ヒヤリハットなども活用し ✓ 「専門技術の向上のための日常

個々にも教育を行ったり、必
［具体的な状況・取組内容］
確保するなど、職員の専門
要なら全体で研修をかけたり
技術の向上のための日常業 コロナ禍で外部は限られていたが、定期的な と工夫されていますね。
務以外での機会を確保して 研修のほか適宜弱いと感じた所は実践研修
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」

〇

会を育成計画等に基づいて

いて、充足度を評価します

張っておられるのは良いこと ✓ すべての職員について育成計画

意識向上してきている。

4

評価の視点・
評価にあたっての補足

業務以外での機会の確保」につ
いて、充足度を評価します

の形で行い、わかりやすいと好評の為継続し
ていく。。

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

✓ 「情報を共有する機会」の充足

〇

9

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評価
コメント記入欄

あまり出来ていないという意

門員の間で、職員が相互に ［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
度を評価します

情報を共有する機会が、確 新規受け入れ時、状態変化時等随時の支援 見が職員の中に１人でもいる ✓ 例えば「利用者等の具体的なケ
保されている

会議・担当表による連絡事項欄、スケジュー ことを重んじて改善してほし

ースについて話し合うための、

ルカレンダー明示、申し送りの利用、随時の

い。

定期的なカンファレンスの開

ミーティングを行っている。

情報共有の徹底をお願いしま

催」などが考えられます

す。
（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
望、助言等を、サービスの提
供等に反映させている

継続的に研修を積まれること ✓ 「得られた要望・助言等のサー

〇
［具体的な状況・取組内容］

が良い結果につながっている

ビスへの反映」の視点から、充

と思います。

足度を評価します

運営推進会議で頂いた指摘・意見を業務に
取り入れている。

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
ができる就業環境の整備に
努めている

全員で協力して支えし合うこ ✓ 「職員が、安心して働くことの

〇
［具体的な状況・取組内容］

とは素晴らしいことです。続

できる就業環境」の充足度を評

けて協力していってくださ

価します

動線を考慮しての環境整備・迅速な情報共有 い。

✓ 例えば、「職員の能力向上の支

のための記録の工夫変更・設備投資・心理的

援」
、
「精神的な負担の軽減のた

不安アンケート実施・健康診断実施、正月勤

めの支援」
、
「労働時間への配慮」

務希望者もいたが正月休みの取得率 60％、

などが考えられます

有給消化は職員希望に応える状態に留まっ

10

事業所自己評価
番
号

よく
できて
いる

評価項目

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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足

ているが今後も応えつつ積極的に消化でき
るよう人材確保に努めていく。

（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、
随時更新を行うとともに、

利用人数が増えているのに頑 ✓ 「情報の随時の更新」と「職員

〇

必要に応じて職員間で迅速 ［具体的な状況・取組内容］

張っておられ、協力しておら

間で迅速に共有するための工

れるのが良いです。

夫」の２つの視点から、充足度

に共有できるよう工夫され 新規・更新時・状態変化時のアセスメント・支 情報共有の徹底をお願いしま
ている

を評価します

援会議、毎朝の申し送りにて 書面・口頭に す。
て伝達している。毎日必ず見る担当表を改訂
し日々活用している。必要に応じて支援マニ
ュアル・手順書を作成し行っている。

（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
等および職員の安全確保の

ヒヤリハットなども活用し ✓ 「各種の事故に対する予防・対

〇

個々にも教育を行ったり、必

策」の充足度を評価します

ため、事業所においてその ［具体的な状況・取組内容］

要なら全体で研修をかけたり

対策が求められる事項として

具体的な対策が講じられて 消火器の設置場所掲示、マニュアルの整備

と安全に対して努力されてい

は、例えば「医療・ケア事故の予

いる

支援や動線を考慮しての環境整備・管理より ますね。
片付けの意識向上へ向けの声掛け実践。

マニュアルや手順書の活用が

ヒヤリハットや支援会議をひらいてリスクと対 できるよう日頃の訓練にも取
策を周知し、安全第一を心掛けている。

11

防・対策」
、
「交通安全」
、
「夜間訪
問時の防犯対策」、「個人情報保
護」などが考えられます

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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足

内部研修・外部研修への参加を促し、介護技 り組まれて頑張ってくださ

い。

術の向上に努めている。
今後は不定期な緊急連絡網訓練で意識向上
を図る。
年２回の避難訓練実施。

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

マニュアルや手順書の活用が ✓ 「緊急時におけるサービス提供

〇

も、サービス提供が継続で

きるよう、職員、利用者、関 ［具体的な状況・取組内容］

できるよう日頃の訓練にも取

のための備え」について、充足

り組まれて頑張ってくださ

度を評価します

係機関の間で、具体的な対 緊急連絡網・災害時マニュアル・常備薬・3 日 い。
応方針が共有されている

✓ 例えば、「安否確認方法の明確

分の水・食料の確保。防災用品は避難時動 火災・防災の対策整備は立派

化」
、
「連絡先リストの作成」
、
「医

です。いざという時 動ける

療材料などの確保」
、
「災害時ケ

かしやすいようワゴンにまとめた。年２回避

難訓練実施。今後は安全面強化のため同敷 よう
地内５事業所での連携強化を図りたい。
マニュアルの改訂を行い、火災・水害・地震
に対応したものを整備した。
より利便性が高まるよう、緊急時対応ファイ
ル（手順書）創案し作成中
。

12

訓練も続けてください。

アのマニュアル化」などが考え
られます

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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足

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

明るく声掛けしていて素晴ら ✓ 「家族等も含めた 24 時間の暮

〇

しい。

らし全体に着目したアセスメン

含む、利用者等の 24 時間の ［具体的な状況・取組内容］

継続的に利用者や家族をみて

ト」の充足度を評価します

暮らし全体に着目したアセ 利用者家族の勤務・本人の要望に応じての

いてくれ、引き続き頑張って ✓ ケアが包括的に提供される看護

スメントが行われている

ください。

や家族等介護者の状況等を

サービスの利用・職員による日々のコミュニ

小規模多機能型居宅介護におい

ケーションや適宜ヒヤリングで得たニードを

ては、
家族等を含めた 24 時間の

捉えて

暮らし全体に着目したアセスメ

アセスメントし ご自宅に近い状態での支援

ントが必要となります

に努めている。

12

 介護職と看護職がそれぞれ

報告・連絡・相談ができている ✓ 「介護職と看護職間でのアセス

〇

の視点から実施したアセス

メントの結果が、両職種の ［具体的な状況・取組内容］
間で共有されている

のですね。

メント結果の共有」について、

報告・連絡・相談などはとても

充足度を評価します

随時の支援会議・看護師による医療面の研 大切なことですので、継続し ✓ 介護・看護の両面から行われた

て努力してほしい。

修

アセスメントの結果は、その後

日々の申し送り・ミーティングにより共有して

のつき合わせなどを通じて、両

いるが、アセスメントはケアマネ・看護が主体

職種で共有されることが望まし

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評価
コメント記入欄

で介護職のアセスメントは研修が必要。

評価の視点・
評価にあたっての補足
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

 家族を含む利用者等の考え
を把握するとともに、その

専門職の視点も本人・家族に ✓ 「家族等の考えを含めた計画の

〇

目標の達成に向けた計画が ［具体的な状況・取組内容］
作成されている

理解頂いて計画作成をお願い

作成」について、充足度を評価

します。

し利用者のみでなく、家族等の

利用者・家族の要望をすりあわせた介護計 専門職の連携があって素晴ら
画の作成、看護と連携後の適宜見直し、調

しい。

考えを適切に把握するととも
に、その考えを含めた計画を作
成することは重要であるといえ

整・修正を行い実践へつなげている。

ます

14

 利用者の有する能力を最大
限に活かした、
「心身の機能

良くなっている利用者さんが ✓ 「利用者の有する能力を活かし

〇

の維持回復」
「生活機能の維 ［具体的な状況・取組内容］

何人もいることは成果が出て

た、心身機能の維持回復を重視

おり素晴らしいことです。引

した計画の作成」について、充

持又は向上」を目指すこと 生活リハビリの実施。立位が困難な方でも可 き続き頑張ってください。
を重視した計画が作成され 能な限りオムツ対応はせず、職員２人介助に
ている

足度を評価します
✓ 「利用者が尊厳を持って、その

よるトイレ誘導の実施や洗濯物たたみ、アク

有する能力に応じ地域において

リルたわし作りなど個人の嗜好にあわせて楽

自立した日常生活を営む」ため

しんで達成感が味わえるよう支援している。

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
予測と、リスク管理を踏ま

✓ 「状況変化の予測」と「リスク

〇

管理」の２つの視点から、充足

14

事業所自己評価
番
号

評価項目
えた計画が作成されている

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評価
コメント記入欄

専門職の視点も多いに活かし

［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
度を評価します

利用者様の変化やリスクを推察し、必要に応 本人・家族に理解頂いて計画 ✓ 介護・看護が一体的に提供され
じカンファレンスを開き、食事形態の変更・随 作成をお願いします。

る看護小規模多機能型居宅介護

時の宿泊や排泄支援の変更、看取り支援な

においては、特に看護職による

ど個別に随時計画実施に努めている。

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
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

会議の結果を全ての利用者へ ✓ 「早期の把握」と「計画への適

〇

的なアセスメントにより、

利用者等の状況変化を早期 ［具体的な状況・取組内容］

の即応した計画の反映に向け

宜反映」の２つの視点から、充

続けていってください。

足度を評価します

に把握し、計画への適宜反 日々の支援・利用者・家族とのコミュニケーシ
映が行われている

ョンや傾聴で変化の早期発見に努め、朝礼
時の情報交換・伝達兼担当表による情報の
共有・支援会議も活用し計画反映に努めてい
る。

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
に偏らないよう、適時適切

お盆やお正月の対応など、家 ✓ 「訪問による、家族等を含めた

〇

に利用者宅を訪問すること ［具体的な状況・取組内容］

族と過ごす時間も配慮され支

居宅での生活状況の変化の継続

援されているのは良いことで

的な把握」という視点から、充

で、家族等を含めた居宅で 連泊を希望される利用者の一時帰宅への協 す。
の生活状況の変化を継続的 力・支援、在宅時の訪問サービスの提供、送

15

足度を評価します

事業所自己評価
番
号

評価項目
に把握している

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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足
✓ 訪問によるケアの提供は、家族

迎時の情報収集、定期的にケアマネが利用
者宅を訪問するなどで把握に努めている。

等を含めた居宅での生活状況を
把握す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
の達成状況等について、主

連携をよくとっておられるこ ✓ 「利用者等の状況変化や目標の

〇

治医など、事業所内外を含 ［具体的な状況・取組内容］

とがうかがえて、とても良い

達成状況等の事業所内外を含む

ことです。今後も継続してほ

関係多職種との情報共有」につ

む関係多職種と情報が共有 受診前に医師へ情報提供・必要時受診同行・ しい。
されている

いて、充足度を評価します

医療機関への情報提供・医療機関連携ファイ
ルの作成など利用者様が困られないように
細やかな情報提供し連携を取っている。

（３）介護職・看護職の協働による一体的なサービスの提供
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
の専門性を最大限に活かし

例年と比較し、意識向上され ✓ 「介護職と看護職の専門性を活

〇

ながら、柔軟な役割分担が ［具体的な状況・取組内容］
行われている

評価があがっている。今後も

かした役割分担」について、充

継続して努力してほしい。

足度を評価します

看護師は主に処置・体調管理・身体状況に合

✓ 介護・看護が一体的に提供され

わせたアセスメント・医師との連携など医療

る看護小規模多機能型居宅介護

面の管理を行っており、介護職は排泄・入浴・

では、効果的・効率的なサービ

食事などの日常生活全般の支援を行うととも

ス提供のために、各々の専門性

に、協力して異常の早期発見や個別状態に

を活かした役割分担や、業務の

合わせた支援ができるよう実施している。

状況等に応じた柔軟な役割分担
を行うことが重要です

16

事業所自己評価
番
号

評価項目

20

 利用者等の状況について、

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

評価の視点・
評価にあたっての補足

大幅な改善がみてとれ良いこ ✓ 「介護職と看護職の情報共有お

〇

介護職と看護職が互いに情

運営推進会議における評価
コメント記入欄

報を共有し対応策を検討す ［具体的な状況・取組内容］

とです。今後も継続して連携

よび対応策の検討」について、

してください。

充足度を評価します

るなど、両職種間の連携が 管理者が看護師資格保持者になり、各会議ミ
行われている

ーティング申し送り等連携が強化され、互い
に情報共有がしやすくなった。各々不明点は
質問しあって解決している。多忙になると余
裕がなくなる傾向もみられるが今後も努力し
ていく。

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

今後も継続的に改善に向けて ✓ 「看護職の専門性を活かした、

〇

て、疾病予防・病状の予後予

努力されたい。

測・心身の機能の維持回復 ［具体的な状況・取組内容］

について、充足度を評価します

などの観点から、情報提供 日々の申し送り時・カンファレンス時に口頭や
や提案等を行っている

介護職への情報提供や提案等」
✓ このような情報提供や提案等

書面・資料提示など行われ、日々支援活動

は、看護職の専門性を活かした

時に個別に行われてもいる。それにより協力

役割の１つとして期待されます

して支援に活かされ行われている。

（４）利用者等との情報及び意識の共有
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
等について、分かりやすく

✓ 「利用者等の理解」について、

〇

充足度を評価します

17

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

評価の視点・
評価にあたっての補足

日々の会話に中でも適宜説明

説明し、利用者等の理解を ［具体的な状況・取組内容］
得ている

運営推進会議における評価
コメント記入欄

新規説明時はもちろんのこと、状態変化時な され、わかりやすく工夫され
どサービスの変更が考えられる時は随時適 ており、今後も続けてほしい。
宜書面なども活用しながら説明している。

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
での療養生活の継続に向け

様々な工夫をして留意点など ✓ 「利用者等の理解」について、

〇

を説明し励んでおられるので

て留意すべき点等につい ［具体的な状況・取組内容］

今後も継続して頑張ってくだ

て、分かりやすく説明し、利 サービス・ケアを行う際は必ず説明している。

さい。

用者等の理解を得ている

充足度を評価します

専門的な知識が必要な際は看護師より口頭
や書面を活用し説明している。

24

 利用者等が行う医療処置や
医療機器の取り扱い方法、

介護職員も学ぶ必要があると ✓ 「利用者等の理解」について、

〇

思う。

家族等が行うケアの提供方 ［具体的な状況・取組内容］
法等について、分かりやす 医療処置や医療機器の取り扱い方法やケア
く説明し、利用者等の理解 については必ず看護師が理解頂けるまで口
を得ている

頭や書面・実践指導等を用いて行っている。

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
18

充足度を評価します

事業所自己評価
番
号

評価項目

25

 利用者本人（意思の決定・表

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

評価の視点・
評価にあたっての補足

新型コロナの影響で利用者と ✓ 「サービス提供への適切な反

〇

示ができない場合は家族

運営推進会議における評価
コメント記入欄

等）の希望や意向を把握し、 ［具体的な状況・取組内容］

家族の板挟みになることがあ

映」について、充足度を評価し

ろうかと思います。

ます

サービスの提供に反映して 本人の意向や希望・家族の思いに寄り添い、 傾聴して内容を十分研鑽する
いる

思いの違いがある場合はかけはしになる等

べきである。

調整相談にのり、思いに添ったサービスに努
めている。

26

 在宅生活の継続の可否を検
討すべき状況を予め想定

起きるかもしれないを想定し ✓ 「将来に発生し得る様々なリス

〇

し、その際の対応方針等に ［具体的な状況・取組内容］

観察を努力していることが、

クを想定した上での、対応策の

出来ているが増えた結果に結

検討と共有」について、充足度

ついて、利用者等と相談・共 身体状態の変化に伴い、かもしれないを想定 びついている、良いことです。
有することができている

を評価します

し検討・看護と連携を密にし、医師にも相談
し、利用者や家族が困られないように考え対
応・調整している。

27

 終末期ケアにおいて、利用
者等に適切な時期を見計ら

介護職も学びを深める必要が ✓ 「予後および死までの経過の説

〇

ある。

って、予後および死までの ［具体的な状況・取組内容］

明」と「記録の有無」の２つの
視点から、充足度を評価します

経過を丁寧に説明し、説明 医師と連携し看護師・管理者・ケアマネージャ

✓ 「丁寧に説明し」且つ「記録と

した内容や利用者等の意向 ーで御家族に終末期のご意向を確認すると

して残している」場合は「よく

等を記録として残している

できている」

ともに、看護師・管理者よりパンフレット等を
用いて丁寧に説明し、全職員で情報共有、担
当者会議をしている。

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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足

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

宿泊サービスの増加により安 ✓ 「利用者の円滑な在宅生活への

〇

心に繋げていけたらいい。

移行」について、充足度を評価

からの、利用者の円滑な在 ［具体的な状況・取組内容］

退院後の家族や本人には と

します

宅生活への移行を支援して 入退院時の情報交換・退院後、自宅復帰に

「退院・退所前のカンフ
ても心強い取り組みだと思い ✓ 例えば、

共有等により、病院・施設等

いる

向けての適宜相談検討の上での連泊、在宅 ます。

ァレンスへの参加」
、
「利用者等

生活への円滑な移行のために環境整備に対

に係る病院・施設等との継続し

する助言・病院、施設などと協議相談をして

た情報共有」などの取組が考え

いる。

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、
緊急時の対応方針等を、主

定期的な状況確認を行ってい ✓ 「緊急時の対応方針等の主治医

〇

く必要がある。

治医等と相談・共有するこ ［具体的な状況・取組内容］
とができている

等との相談・共有」を評価しま
す

前もって急変時の対応について主治医と相

✓ 利用者の状態変化・家族等介護

談しているとともに、状態の変化に伴って適

者の状況の変化など、実際に発

宜、看護師が中心となって主治医と連携し不

生する前の段階から予め対応方

安のないような体制をとっている。

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
により、休日夜間等を含め

２４時間看護師がオンコール ✓ 「即座な対応が可能な体制の構

〇

により対応できるということ
20

築」について、充足度を評価し

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評価
コメント記入欄

は、とても安心で大変良いこ

て、すべての利用者につい ［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
ます

て、急変時に即座に対応が ２４時間看護師がオンコールにより対応出来 とです。
可能な体制が構築されてい ている。他 夜勤以外に緊急時対応の当直、
る

管理者・ケアマネージャーへの連絡体制も整
っている。

（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、

〇

利用者のために必要と考え

られる包括的なサポートに ［具体的な状況・取組内容］

民生委員・地域包括支援センター

✓ 「利用者のために必要となる、

の協力は大きいので多いに活用

介護保険外のサービスやインフ

してください。

ォーマルサポート等を含めたケ

ついて、民生委員・地域包括 随時、民生委員・地域包括支援センター・介

アの提供について、多職種とと

支援センター・市区町村職 護保険課に相談している。独居の利用者様

もに検討・支援を行っていくな

員等への情報提供や提案が や、難事例などの相談、近くのコンビニ・民生

どの取組」の充足度を評価しま

行われている

す

委員・包括支援センターの協力を得ることで
在宅での生活継続につながっている。

✓ そのような取組をしたいことが
ない場合は「全くできていない」
✓ 民生委員のみでなく、自治会長
や町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
21

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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足

（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

皆が喜んだり、役に立つこと ✓ 「誰でも見ることができる方法

〇

て、誰でも見ることができ

を引き続き行ってください。

での情報発信」と「迅速な情報

るような方法での情報発信 運営推進委員会欠席者に報告書の郵送。議

発信」の２つの視点から、充足

が、迅速に行われている

度を評価します

事録を事務所前に掲示、常時最新が閲覧で
きるようにしている。会議後、朝のミーティン
グにて報告・議事録回覧。

33

〇

 サービスの概要や地域にお

年賀状作りや投函など、さぞ ✓ 「積極的な啓発活動」について、
喜ばれたと思います。引き続

いて果たす役割等につい ［具体的な状況・取組内容］

て、正しい理解を広めるた ポスティング・地域センターへロコモ防止のレ き頑張ってください。

評価する項目です
✓ 例として、
「チラシ等の配布」や

め、地域住民向けの積極的 クリエーション協力・運営推進会議内で時事

「地域説明会の実施」などの取

な啓発活動が行われている

組が考えられます。

的な健康維持や介護に関しての啓発活動・

✓ 利用者や職員の確保のみを目的

保育園やかかりつけ医に利用者様からの年

とした活動等は除きます

賀状作成をした。

（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

積極的に支援しているという ✓ 「指定訪問看護事業所の指定を

〇

護事業所の登録者以外を対

象とした訪問看護を積極的 ［具体的な状況・取組内容］
に実施している

ことは良いことです。

併せて受けている事業所」のみ

事業所が周知され、身近に相

が対象です。該当しない場合は、

地域の方の訪問看護を積極的に受け入れて 談できる場となることを願い

ます。

いる。

22

実施状況欄は無記入で、[具体的
な状況・取組内容]欄に｢指定な

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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足
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

看護師の認定教育実施は必ず ✓ 「積極的な受け入れ」について、

〇

充足度を評価してください
必要でしょう。体制が整って
［具体的な状況・取組内容］
ができる体制が整ってお
✓ 「受け入れることができる体
期待している。
痰吸引の設備は整っており、介護に喀痰
り、積極的に受け入れてい
制」が整っていない場合は、
「全
吸引資格を認定できる看護師を２名配
る
くできていない」
要介護者を受け入れること

置。介護士研修後はいつでも研修開始し

✓ 「あまりできていない」～「よ

認定できる体制は整った。まだ該当利用

くできている」は、その「積極

者はいないため実施できず。

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

〇

23

該当者いなく実施していない。

✓ 「積極的な受け入れ」について、
充足度を評価してください

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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足
✓ 「受け入れることができる体

とができる体制が整ってお ［具体的な状況・取組内容］
り、積極的に受け入れてい 対象者がおらず出来ていない。

制」が整っていない場合は、
「全

る

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

37

 「看取り支援」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

✓ 「積極的な受け入れ」について、

〇

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

家族・医師・看護師と連携しながら在宅での
看取りを行なっている。終末期対象者は４

看取りをされていて、利用者

制」が整っていない場合は、
「全

くできていない」
名、各々 その人らしく活き活きとお念頭にお さんの笑顔が増えたとのこと
✓ 「あまりできていない」～「よ
きながら支援している。歩けるようになった で素晴らしいですね。
くできている」は、その「積極
方、穏やかに他者と会話されるようになった
性」の視点から、充足度を評価
方等 笑顔が増え過ごされています。
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
が介護保険事業計画等で掲

介護職、職員ひとりひとりが ✓ 「内容等の理解」について、そ

〇

福祉を担っているという意識
向上を図ってください。

の充足度を評価します
✓ 地域包括ケアシステムの構築に

げている、地域包括ケアシ

［具体的な状況・取組内容］

ステムの構築方針や計画の

管理者、ケアマネージャーが認知症の人と家

あたっては、その中で各々が果

族を地域で支える研修に参加、後、職員に報

たすべき役割を、明確に理解す

24

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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足

内容等について理解してい

告 ミーティング通達。研修報告書の回覧。代

ることが必要であるといえます

る

表で研修に参加し、皆に伝達が済んだ段階。

✓ 地域包括ケアシステムの構築方

各々が福祉を担っているという意識向上を図

針や計画などがない場合は、
「全

っていく必要あり。

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
いて、特定の集合住宅等に
限定せず、地域に対して積
極的にサービスを提供して
いる

体制上の問題点の改善に努め ✓ 「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
てください。
ついて、充足度を評価します
［具体的な状況・取組内容］
ご無理をされ過ぎません様に ✓ 看護小規模多機能型居宅介護
八本松町・志和町・西条町・高屋町・福富町
お身体を大切に頑張ってくだ
は、特定の集合住宅等に限定す
河内町・黒瀬町と範囲を拡大し対応してい さい。
ることなく、地域全体の在宅療
る。
養を支える核として機能してい
くことが期待されます
依頼が有れば出来るだけ対応するようにして
✓ 特定の集合住宅等のみを対象と
いるが、送迎に時間がかかる為、体制上の
している場合は「全くできてい
問題で利用を相談させていただくことあり。
ない」

〇

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

〇

コロナ禍のなか大変でしょう ✓ 「課題提起や改善策の提案等の
が、感染を拡げないこと・血栓

域の関係者に対し、必要に

［具体的な状況・取組内容］

応じて課題提起や改善策の

地域サロンにロコモ予防のレク実施・運営推 などの予防に努め、引き続き

提案等が行われている

進会議内で時事的な健康維持や介護に関し 頑張ってください。

取組」について、その充足度を
評価します
✓ 今後は、サービスの提供等を通
じて得た情報や知見、多様な関

ての啓発活動を行った。

係者とのネットワーク等を活用
し、必要となる保険外サービス

25

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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足
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

〇

家族に喜ばれるということは良 ✓ 「家族等や近隣住民に対する、
いことであり、技術伝達など今

し、その介護力の引き出し ［具体的な状況・取組内容］

介護力の引き出しや向上のため

や向上のための具体的な取 看護師・管理者により排便のコントロール・移 後も引き続き期待している。

の取組」について、その充足度

組等が行われている

を評価します

乗介助・オムツ交換など介護技術の指導、感

✓ 今後は、利用者への家族等や近

染物や感染時の取り扱いなどの技術伝達を

隣住民の関わりを促しながら、

行っている。

関係者全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評価
コメント記入欄

事業所自己評価

Ⅲ 結果評価
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評価の視点・
評価にあたっての補足

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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足

① 計画目標の達成
42

 サービスの導入により、利 １．ほぼ全ての利用者について、達成され
ている
用者ごとの計画目標が達成
２．利用者の２/３くらいについて、達成さ
されている
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
［具体的な状況・取組内容］
介護保険更新時・身体状態変化時に検討し

目標達成→向上事例が今後も ✓ 「計画目標の達成」について、
増加されるよう努力された

評価します

い。
目標達成は素晴らしいことと
思いますが、職員の方々がオ
ーバーワークにならないかが
心配です。

モニタリング会議を開催、計画を再検討し自
分で出来る事を増やし自信につなげるよう努
めている。目標達成→向上事例は１例、他は
達成→維持状隊がほとんどであり今後も精
進していく。

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 １．ほぼ全ての利用者について、達成され 不安時の訪問看護の導入を増 ✓ 在宅での看取りを除く、全ての
ている
用者およびその家族等にお
利用者およびその家族等に対
加していってもらいたい。
２．利用者の２/３くらいについて、達成さ
いて、医療が必要な状況下
し、サービスの提供により実現
れている
においての在宅での療養生 ３．利用者の１/３くらいについて、達成さ
された「医療が必要な状況下に
れている
活の継続に対し、安心感が
おいての、在宅での療養生活の
４．利用者の１/３には満たない
27

事業所自己評価
番
号

評価項目
得られている

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評価
コメント記入欄

評価の視点・
評価にあたっての補足

［具体的な状況・取組内容］

継続に対する安心感」について、

訪問看護での服薬管理・体調管理、点滴な

評価します

どの医療的な処置・必要時介護相談・介護技
術伝達助言を行っている。在宅では難しい医
療の支援を行うことで本人や家族の安心を
得ている。

44

 サービスの導入により、在 １．ほぼ全ての利用者について、達成され 継続的に支援することを引き ✓
ている
宅での看取りを希望する利
続きお願いします。
２．利用者の２/３くらいについて、達成さ
用者およびその家族等にお
れている
いて、在宅での看取りに対 ３．利用者の１/３くらいについて、達成さ
れている
する安心感が得られている
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

在宅での看取りを希望する利用
者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
「在宅での看取りに対する安心
感」について、評価します
在宅での看取りは、事業所内（通

［具体的な状況・取組内容］

い・泊まり）での看取りを含み

看護が中心となり医師を含め多職種が連携

ます

しつむぎでの看取りをさせて頂いている。看

✓ 在宅での看取りの希望者がいな

取りについてのパンフレット作成・担当者会

い場合は、
「５．看取りの希望

議に看護も同席し、介護技術の研修もあわ

者はいない」

せ多職種連携で対応している。
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