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作成日 平成  29　年 　8月    22日

【事業所概要（事業所記入）】

※  事業所の基本情報は，介護サービス情報の公表制度のホームページで閲覧してください。

【評価機関概要（評価機関記入）】

【事業所が特に力を入れている点，アピールしたい点（事業所記入）】

【外部評価で確認した事業所の優れている点・工夫点（評価機関記入）】

法人名

事業所名

所在地

3491100388

尾道市土堂一丁目11番６号
（電話）0848-36-5563

グループホームこころ尾道駅前

事業所番号

尾道市の中心部、尾道駅近くの本通りの中に位置し、地域や馴染みある関わりができるとてもよい場所に
あります。家庭的な雰囲気の中、一人ひとりの思いや生活ペースを大切にその人らしい生活が出来るよ
う、「暮らし」を支えています。できる事をスタッフがさりげなくお手伝いする事で、できる事が続けて
できるよう、また出来る可能性のある事を引き出せるよう、心掛けて関わりを行っています。また当法人
ならではの介護と医療の両輪でスムーズな連携と、専門的な認知症ケアを提供している。市街地の中心
部、商店街の中に位置し地域の昔ならではのお祭りや行事を身近に味わう事ができる立地条件を活かし、
行事・外出等の計画を行い、ご家族への参加案内も行いながら関係者全体で一人ひとりの生活を支えてい
けるよう取り組んでいます。住み慣れた地域で、馴染みの人や環境のもと、お祭りなどの昔なじみの季節
行事を身近で味わいながら安心した生活ができるよう支援しています。

事業所の玄関からリビングの共有スペースまで昔懐かしい古民家家具、昔のエレクトーンやミシンなどが配置され、
古い家具が修理され実際に利用者が使用できる状態で活用しており、生活の潤いを感じられる。和を基調とした懐か
く心癒される空間が演出されている。目標（上期・下期）を掲げ、具体的な計画に基づき取り組まれており、人事考
課の目標も細かく振り返りが行われ、スタッフの発案や思いも管理者や上層部にも前向きに受け止められ風通しの良
い働きやすさを実現している。一人ひとりの思いを大事に利用者個人に目を向けた取り組みと管理者の「家・我が家
として」という生活の場を強く意識した思いが根底にあり「当たり前にできることを当たり前にできるように」と
しっかりしたコンセプトでのケアが展開されており、利用者の表情も穏やかで活き活きとした姿が見られる。食事は
地産地消にこだわった季節の旬なメニューが好評である。理事長が医師であり看取りにも意欲・力を注がれており、
日々の医療との連携での安心と終の棲家として最後までいられることに利用者・家族の安心がある。地元行事も盛ん
な地域であり、行事があれば準備段階から関わり、近隣住民や地域との馴染みの深い関係の構築や利用者・スタッフ
の楽しみとなっている。

１ 自己評価及び外部評価結果

評価機関名

所在地

訪問調査日

一般社団法人広島県シルバーサービス振興会

広島市南区皆実町一丁目6-29

平成29年8月9日

医療法人社団　はっぴねす

基本情報リンク先ＵＲＬ
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/34/index.php?action_kouhyou_detail_2016_

022_kani=true&JigyosyoCd=3491100388-00&PrefCd=34&VersionCd=022

自己評価作成日 平成29年7月19日 評価結果市町受理日

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/34/index.php?action_kouhyou_detail_2016_022_kani=true&JigyosyoCd=3491100388-00&PrefCd=34&VersionCd=022
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/34/index.php?action_kouhyou_detail_2016_022_kani=true&JigyosyoCd=3491100388-00&PrefCd=34&VersionCd=022


自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義を踏まえ
た事業所理念をつくり，管理者と職
員は，その理念を共有して実践につ
なげている。

○事業所と地域とのつきあい

利用者が地域とつながりながら暮ら
し続けられるよう，事業所自体が地
域の一員として日常的に交流してい
る。

○事業所の力を活かした地域貢献

事業所は，実践を通じて積み上げて
いる認知症の人の理解や支援の方法
を，地域の人々に向けて活かしてい
る。

○運営推進会議を活かした取組み

運営推進会議では，利用者やサービ
スの実際，評価への取組み状況等に
ついて報告や話し合いを行い，そこ
での意見をサービス向上に活かして
いる。

○市町との連携

市町担当者と日頃から連絡を密に取
り，事業所の実績やケアサービスの
取組みを積極的に伝えながら，協力
関係を築くように取組んでいる。

運営推進会議への参加依頼や、サービス
についての意見を伺うなど、事業所から
の情報提供も行いながら協力関係が築け
るよう努めている。また、サービス提供
等で不明な点などは市担当者へ相談を行
いながら適切なサービス提供が出来るよ
う努めている。

運営推進会議では市町担当者の参加が必
ずあり意見交換ができている。相談が必
要な時には市担当者へ随時連絡を取り合
い協力関係の構築に努めている。市主催
の介護支援専門員の会等にも参加し情報
交換を行ったりと市町との関わりを深く
意識した取り組みが行われている。

地域での行事や催し等、スタッフ・利用
者の方ともに参加している。地域行事の
情報交換も地域の方と密に行いながら、
交流できる機会を出来るだけ多く設け繋
がりがある。また、日用品の買い物な
ど、近所の薬局等のお店へ利用者の方が
スタッフの付添いのもと買い物に出掛け
ている。

尾道駅前の商店街に面して立地してい
る。地元の行事が盛んな地域でもあり、
行事や催事にも準備段階から参加し地域
の一員としての活動や交流機会が持たれ
ている。認知症カフェの開催や利用者の
買い物も商店街のお店へ日頃から一緒に
行くなど、事業所・利用者が日常的な地
域と繋がりある関係が作られている。

２か月に１回運営推進会議を行い、会議
には、ご家族・地域代表・地域包括支援
センター職員等の参加がある。ご利用者
の生活の様子や行事等の報告を行ってい
る。ご家族からのサービスに対しての意
見や他参加者からの意見を頂き、参考に
しながら、サービス改善や取組を行い全
体でのサービス向上に努めている。

運営推進会議には家族・地域代表・地域
包括支援センター職員、市職員をはじめ
有識者の参加や事業所からも理事長・理
事・職員と数多くの参加がなされてお
り、取り組み状況の報告や参加者の活発
な意見交換がなされ、色々な思いや意
見、提案をサービス・運営に活かしてい
る。

法人・事業所の専門職が地域へ出向き講
演等を行っている。認知症カフェの開催
も実施し、地域を含めての認知症への理
解を拡げる取り組みを行っている。また
相談も随時受けつけ、運営推進会議等に
おいても、認知症の方が地域で生活する
上での理解を得られるよう、必要な伝達
や対応方法、情報交換、相談等を行って
いる。

外部評価

Ⅰ  理念に基づく運営

家庭的な雰囲気を大事にすることを重視
しスタッフで理念を作成。理念実現に向
け半期ごとにチーム目標を掲げ実践され
ている。半月ごとにその目標を全体で評
価し、スタッフ個々にも話し合いの場が
設けられ個人の目標作成、評価や進捗、
振り返りが細かく行われ、理念の共有や
目標達成への取り組みが習慣化されてい
る。

理念を玄関へ掲示。理念をもとに、利用
者の方への関わりを行っている。また半
期ごとのチーム目標にも理念をふまえた
目標をたて、チーム全体で目標達成・理
念実践に向けて取り組んでいる。ケア内
容や行事への取り組みなど、理念を基に
利用者の方へ関わりが行えるよう検討等
を行いながら対応を行っている。

自己
評価

外部
評価

項目
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自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

外部評価
自己
評価

外部
評価

項目

○身体拘束をしないケアの実践

代表者及び全ての職員が「指定地域密
着型サービス指定基準及び指定地域密
着型介護予防サービス指定基準におけ
る禁止の対象となる具体的な行為」を
正しく理解しており，玄関の施錠を含
めて身体拘束をしないケアに取り組ん
でいる。

○虐待の防止の徹底

管理者や職員は，高齢者虐待防止法
等について学ぶ機会を持ち，利用者
の自宅や事業所内での虐待が見過ご
されることがないよう注意を払い，
防止に努めている。

○権利擁護に関する制度の理解と活用

管理者や職員は，日常生活自立支援
事業や成年後見制度について学ぶ機
会を持ち，個々の必要性を関係者と
話し合い，それらを活用できるよう
支援している。

○契約に関する説明と納得

契約の締結，解約又は改定等の際
は，利用者や家族等の不安や疑問点
を尋ね，十分な説明を行い理解・納
得を図っている。

○運営に関する利用者，家族等意見の反
映

利用者や家族等が意見，要望を管理
者や職員並びに外部者へ表せる機会
を設け，それらを運営に反映させて
いる。

グループホームの利用に関しての内容、
地域密着サービスの特徴、利用料金の仕
組み等についてわかりやすく説明を十分
に行っている。不明な点や不安など、質
問があればその都度説明を行い、またこ
ちら側からも不明な点等がないか尋ねる
ことも行いながら、納得し理解して頂け
るよう対応を行っている。

口頭、電話等での意見・要望・苦情等の受付を随
時行っている。又、要望や苦情については、対応
策を検討、相手に伝達を行い了承のもとその後の
対応が行えるよう努めている。また運営推進会議
でご家族に意見を頂く機会を設け、サービス向上
につなげる事ができるよう努めている。日々改善
やサービス向上に向け、利用者や家族と会話をす
る事を大切にし、思いが聞き取れるよう努めてい
る。

面会時には家族から要望や意見などきち
んと聞く、会話を大事にする取り組みを
徹底している。お茶を入れてゆっくり過
ごしてもらうことやスタッフの適切適度
な声掛けなど過ごしてもらいやすい環境
をスタッフで考え実践している。日々の
日常や行事など利用者・家族からの意見
や希望・思いを聞き取り、自宅にも帰っ
たりと実現に向けての取り組みがなされ
ている。

年1回及び適宜の勉強会を行い、身体拘束につい
ての正しい理解をしケアに携わる事ができるよう
対応している。転倒の危険性が高い方にはセン
サーマットの使用や本人のプライバシーを配慮し
た上で、ベット位置の移動をする等、必要なケア
の配慮を行い身体拘束をしないリスク回避にも努
めている。玄関等の施錠は夜間以外は行わず、リ
スク管理を行いながら開放的な施設の運営に努め
ている。

法人内での研修を行い、身体拘束をしな
いケアの周知、利用者への対応・声掛け
が正しく行われるよう随時の説明やミー
ティングで共有するよう努めている。玄
関の施錠も夜間のみであり、日中は玄関
に心地良い音の鳴物をつけ気付ける配慮
やスタッフの寄り添うケアで対応し、身
体拘束のないケアを日々実践している。

年1回及び適宜の勉強会を実施し、虐待に
ついての理解を十分に行いケアに携わる
事ができるよう対応。入浴・排泄・更衣
時等は身体の状態確認を行い、異変があ
れば全員で情報共有を行っている。ま
た、スタッフ同士の対応についてもお互
い確認を行い、虐待が見過ごされる事が
ないよう注意をし、介護者の負担状況も
気に掛けながら虐待防止に努めている。
勉強会を実施し成年後見制度についての
理解に努めている。また成年後見を利用
している方の後見人とも、情報交換を密
に行い、必要な相談等を行い連携を取っ
ている。ご利用者がよりよく生活できる
よう支援している。個々の後見制度の必
要性については関係者との情報交換や相
談等を行い、必要に応じた支援をしてい
る。
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自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

外部評価
自己
評価

外部
評価

項目

○運営に関する職員意見の反映

代表者や管理者は，運営に関する職
員の意見や提案を聞く機会を設け，
反映させている。

○就業環境の整備

代表者は，管理者や職員個々の努力
や実績，勤務状況を把握し，給与水
準，労働時間，やりがいなど，各自
が向上心を持って働けるよう職場環
境・条件の整備に努めている。

○職員を育てる取組み

代表者は，管理者や職員一人ひとり
のケアの実際と力量を把握し，法人
内外の研修を受ける機会の確保や，
働きながらトレーニングしていくこ
とを進めている。

○同業者との交流を通じた向上

代表者は，管理者や職員が同業者と
交流する機会をつくり，ネットワー
クづくりや勉強会，相互訪問等の活
動を通じて，サービスの質を向上さ
せていく取組みをしている。

○初期に築く本人との信頼関係

サービスの利用を開始する段階で，
本人が困っていること，不安なこ
と，要望等に耳を傾けながら，本人
の安心を確保するための関係づくり
に努めている。

朝のミーティングで気付きや提案、解決
できることがあれば即対応する日々の実
践や、定期的な会議などでスタッフ同士
の意見交換もしっかり行われ、管理者も
その気持ちや意見をしっかり受け止め改
善や個々のスタッフへの配慮を行ってい
る。年2回の人事考課面接もスタッフの思
いや意見を反映する機会になっている。

随時相談等を聴き、半期に一回の人事考
課面接などの実施にて、本人の思いや目
標が代表者に伝わるよう取り組んでい
る。それぞれの勤務を把握し、その中で
各自が向上心を持ちモチベーションアッ
プにつながるよう役割分担を行ってい
る。

内外部勉強会への参加、自主的な講習受
講などへの参加を促し、職員も研修に参
加をしている。外部研修会に関しては、
掲示板や部署内で回覧により、適任者へ
順に参加できるよう情報提供を行ってい
る。また業務やケア状況を、できる限り
一日一度は実際に見て確認を行ってい
る。

日頃の申し送りにて、常にスタッフからの提案や
工夫対応など意見を取り入れ、全体業務に反映で
きるよう対応を行っている。業務ミーティングも
行い、管理者出席のもと現在の業務状況について
の意見や提案をスタッフ同士で意見交換し、必要
に応じての改善を検討。又、年2回の人事考課面
接にて、理事又は事務長、管理者との面接を行
い、職員の意見を聞き運営に反映している。

外部勉強会への参加の機会を設け、同業
者との交流機会や、情報交換等行えてい
る。介護支援専門員研修会（地域密着型
サービス部会）への参加も行いながら、
サービスの質向上ができるよう取り組み
を行っている。その他、必要に応じて他
事業所との情報交換等を行いながらネッ
トワークづくりを行っている。

Ⅱ  安心と信頼に向けた関係づくりと支援

本人から生活についての要望や不安など
を聞き取りニーズに合った提供が出来る
よう心掛けている。本人より思い等が聞
き出せない際には、家族の意見を参考に
しながら、現状のニーズ把握に努めてい
る。また食事が摂れない利用者の家族に
は本人が食べやすい物を利用開始時に持
参して頂く等不安に配慮している。
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自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

外部評価
自己
評価

外部
評価

項目

○初期に築く家族等との信頼関係

サービスの利用を開始する段階で，
家族等が困っていること，不安なこ
と，要望等に耳を傾けながら，関係
づくりに努めている。

○初期対応の見極めと支援

サービスの利用を開始する段階で，
本人と家族等が「その時」まず必要
としている支援を見極め，他のサー
ビス利用も含めた対応に努めてい
る。

○本人と共に過ごし支えあう関係

職員は，本人を介護される一方の立
場に置かず，暮らしを共にする者同
士の関係を築いている。

○本人を共に支えあう家族との関係

職員は，家族を支援される一方の立
場に置かず，本人と家族の絆を大切
にしながら，共に本人を支えていく
関係を築いている。

○馴染みの人や場との関係継続の支援

本人がこれまで大切にしてきた馴染
みの人や場所との関係が途切れない
よう，支援に努めている。

家族に参加して頂ける行事の計画や、家
族面会時に本人も含めお茶の時間を設け
る等、本人・家族・職員等関係者共に本
人を支えていける関係作りに努めてい
る。また２か月に１度ご家族に生活の様
子をお手紙でお知らせし、生活状況を理
解して頂きながら身近にご本人の様子を
感じる事ができるよう対応している。家
族も居心地のよい事業所作りに配慮し対
応を行っている。

馴染みの方の面会、友人や知人の面会
も、ご家族了承のもと受け入れを快く行
い、面会時にも共に良い時間が過ごせる
よう、居室に案内するなどし、状況に応
じて話しやすい場の配慮を行っている。

どなたでも利用者と一緒に過ごせるよう
に利用開始時に家族に確認し、家族の了
承のもと馴染みの方の面会でゆっくり過
ごしてもらったり、花見などドライブの
際には自宅を見に立ち寄ったり、本人・
家族との思いや都合に合わせ自宅へ帰る
ことや、主治医の往診が可能であるなど
すれば昔からのかかりつけの関係を維持
したりした実践がある。

18

19

20 8

16

17

初回面会時や電話相談時に信頼関係が築
けるよう配慮し対応を行っている。利用
開始にあたり、本人や家族が困っている
事・不安な事に耳を傾け聴く姿勢を設け
ている。信頼関係がしっかりと保て、安
心して利用をして頂けるよう努めてい
る。

洗濯・掃除・食器拭き・買い物などの家
事作業をはじめ、生活全般の中でご利用
者ができる事を見つけて参加してもらえ
るよう対応している。掃除や洗濯物たた
みを一緒に行うなど、日々お互いが共に
同じ環境の中で暮らしをしてく関係性を
築けるよう対応を行っている。

本人やご家族また関係者からの意見を聞
きいろいろな視点での意見や思いが聞き
取れるよう努めている。本人・家族双方
の話をよく聞き、お互いの思いに違いが
あっても、なるべく現状で必要な優先の
支援を見極め、必要に応じて他サービス
の提案も行うよう努めている。
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自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

外部評価
自己
評価

外部
評価

項目

○利用者同士の関係の支援

利用者同士の関係を把握し，一人ひ
とりが孤立せずに利用者同士が関わ
り合い，支え合えるような支援に努
めている。

○関係を断ち切らない取組み

サービス利用（契約）が終了して
も，これまでの関係性を大切にしな
がら，必要に応じて本人・家族の経
過をフォローし，相談や支援に努め
ている。

○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希
望，意向の把握に努めている。困難
な場合は，本人本位に検討してい
る。

○これまでの暮らしの把握

一人ひとりの生活歴や馴染みの暮ら
し方，生活環境，これまでのサービ
ス利用の経過等の把握に努めてい
る。

○暮らしの現状の把握

一人ひとりの一日の過ごし方，心身
状態，有する力等の現状の把握に努
めている。

利用開始時に本人・家族にこれまでの生
活歴や習慣など聞き取りを行い、アセス
メント用紙に記載し、スタッフ全体での
情報共有を行っている。また本人との日
常の会話の中や、再度家族からの話よ
り、利用開始時の情報に加え、少しでも
多くの情報収集ができご本人の持ってい
るできる可能性のある事を見つける事が
できるよう努めている。
利用開始前にご本人・家族に面会。聞き
取りや実際に動作を確認等を行ってい
る。職歴や趣味などを活かし、生活の中
で（縫い物や書き物等）行って頂ける工
夫をしている。1か月ごとに状態の振り返
りを行い現状の状態把握に努めている。
日々できる事をできるだけ行ってもら
い、できる可能性のある事にチャレンジ
するなど取り組みを行っている。

利用終了後も、本人・家族共に今までの
関係性を大切にしている。これまでの対
応についての意見を手紙で交換したり、
必要に応じて利用後の経過を伺い、本
人・家族が安心した生活に向かっていけ
るよう相談を受け必要に応じての支援を
行っている。

Ⅲ  その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント

22

日々の話し合い、カンファレンス等を行
い一人一人が個人として心地良く生活が
できるよう、日々の過ごし方を検討して
いる。本人からの意向を伺えるよう話の
合間で意向を聞き出すなど工夫をしてい
る。対応に変更がある時には、本人から
の聞き取りが困難な場合はご家族を含め
関係者にて、本人本位での生活が行える
ようケア方法等の検討を行うよう努めて
いる。

何事も日々のケアや関わりから利用者・
家族の意向や要望を把握し、利用者がど
うしたら快適に過ごせるかをミーティン
グやカンファレンス、担当スタッフの割
り当てでの細かい把握、ノートを使って
の共有など様々に考え努めている。パッ
トなどの使用の際も本人の状況や気持ち
を考慮し相談しながら少しずつの移行で
試みるなど尊厳も重視した本人本位の実
践がある。

リビングルームにて、ご利用者同士が関
わりやすく良い関係性ができやすいよう
席位置の配慮を行っている。馴染みの関
係性や共に過ごせる時間が居心地良く過
ごせる環境を作るよう心掛けている。

23 9

24

25

21
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自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

外部評価
自己
評価

外部
評価

項目

○チームでつくる介護計画とモニタリング

本人がより良く暮らすための課題と
ケアのあり方について，本人，家
族，必要な関係者と話し合い，それ
ぞれの意見やアイデアを反映し，現
状に即した介護計画を作成してい
る。

○個別の記録と実践への反映

日々の様子やケアの実践・結果，気
づきや工夫を個別記録に記入し，職
員間で情報を共有しながら実践や介
護計画の見直しに活かしている。

○一人ひとりを支えるための事業所の多機
能化

本人や家族の状況，その時々に生ま
れるニーズに対応して，既存のサー
ビスに捉われない，柔軟な支援や
サービスの多機能化に取り組んでい
る。

○地域資源との協働

一人ひとりの暮らしを支えている地
域資源を把握し，本人が心身の力を
発揮しながら安全で豊かな暮らしを
楽しむことができるよう支援してい
る。

○かかりつけ医の受診診断

受診は，本人及び家族等の希望を大
切にし，納得が得られたかかりつけ
医と事業所の関係を築きながら，適
切な医療を受けられるように支援し
ている。

入居時に利用者・家族の意向を踏まえ主治医との
関係を入居後も築けるよう支援している。医師・
家族の意見や意向を伺い、入居後も往診等で継続
しての主治医の診察が受けれるようサポートをし
ている。また、変化があれば必要に応じて主治医
に連絡し、その都度、家族にも連絡し対応を行っ
ている。また疾患を含めたケアにも力を入れその
方の身体・精神状況等の把握に努め、より適切な
医療へと結びつくよう医師との情報交換も密に
行っている。

利用開始時に本人・家族の意向を踏まえ
て決定している。月に2回の内科診療や必
要時に歯科の診療が受けることができ、
理事長が同ビル内にある法人クリニック
の医師であり、ほぼ毎日のように訪問が
あり利用者の状態・現状を把握してい
る。馴染みの主治医との関係も本人の意
向により継続し往診の継続も行ってい
る。

日々、日中・夜間帯の様子を個別記録に
記載を行っている。変化や気づきなども
合わせて記載し、申し送り表への記載も
行い、職員間で情報共有を行っている。
必要に応じて、家族や主治医関係者への
伝達・相談行い、介護計画の見直しや介
護方法などの再検討にもつなげている。

ニーズに合わせてサービス内容の変更を
随時検討、既存のサービスのみでなく現
状のニーズに対応できるよう広い視野で
確認をし、家族や関係者との相談を行い
ながら必要なサービスを組み入れるなど
柔軟に、サービスの多機能化に取り組ん
でいる。

民生委員・地域包括支援センターとの繋
がりを持ち、地域資源との協働に努めて
いくよう心掛けている。またボランティ
アの受け入れなども積極的に行い、豊か
な暮らしを楽しめる支援を行っている。
地域にある店舗にもスタッフ付き添いの
もといく事ができ、自身で買い物ができ
るよう支援している。

業務ミーティングやカンファレンスでの
意見を参考に計画書の作成、また作成前
に本人や家族、必要な担当者との相談を
行い介護計画の作成を行うように努めて
いる。各利用者の担当スタッフを中心に
生活状況や課題等振り返りを行い、意見
交換を行っている。

一人のスタッフが1，2名を中心に担当
し、日々の関わりや会話で収集した情報
などを申し送りノートやミーティング・
会議で共有し介護計画書もスタッフ全員
の目がしっかり入った内容で作成されて
いる。習字の先生だった方に対してス
タッフが生徒役で学んだりと本人の生活
習慣や日々の活動・役割を踏まえた内容
にて実施され、振り返りも意見交換が適
宜されている。

27

30 11

28

29

26 10
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自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

外部評価
自己
評価

外部
評価

項目

○看護職員との協働

介護職員は，日常の関わりの中でと
らえた情報や気づきを，職場内の看
護職員や訪問看護師等に伝えて相談
し，個々の利用者が適切な受診や看
護を受けられるように支援してい
る。

○入退院時の医療機関との協働

利用者が入院した際，安心して治療
できるように，また，できるだけ早
期に退院できるように，病院関係者
との情報交換や相談に努めている。
又は，そうした場合に備えて病院関
係者との関係づくりを行っている。

○重度化や終末期に向けた方針の共有と
支援

重度化した場合や終末期のあり方に
ついて，早い段階から本人・家族等
と話し合いを行い，事業所でできる
ことを十分に説明しながら方針を共
有し，地域の関係者と共にチームで
支援に取り組んでいる。

○急変や事故発生時の備え

利用者の急変や事故発生時に備え
て，全ての職員は応急手当や初期対
応の訓練を定期的に行い，実践力を
身に付けている。

○災害対策

火災や地震，水害等の災害時に，昼
夜を問わず利用者が避難できる方法
を全職員が身につけるとともに，地
域との協力体制を築いている。

入社時及び、年2回の訓練・勉強会を実施
している。年2回の訓練には地域へも参加
依頼を行っている。避難マニュアルも設
置し、夜間帯の避難方法についても常に
シュミレーションをしながら、非常災害
時等落ち着いて対応ができるよう日々取
り組んでいる。地域住民代表の方へも、
事業所内の取り組みや機器などについて
の説明や意見を頂く機会を設けている。

年２回、利用者をはじめ地域の方にも防
災避難訓練に参加してもらっている。地
域の方にも実際の避難経路を確認して覚
えてもらうなど実際の緊急時を意識した
取り組みが行われている。備蓄もきちん
と備えられている。

35 13

入居時に家族へ現在の意向を確認したう
えで、事業所としてできる事の対応を説
明し、了承の上状態に応じて家族と相
談、医療と連携しながらチームとして対
応を行っている。主治医からも適切に対
応が行えるようその都度相談し必要な指
示を受ける体制を整えている。

昨年11月に初めての看取りを実践され、
その時々での意向の確認を家族とも何日
もかけ相談された。主治医との密な連絡
体制の構築により適切な指示のもとで取
り組まれ、住職をされていた方の看取り
にお経のかいた大きな掛け軸を部屋に
飾ったり、お経をＣＤで流したりと本人
の生活歴や思いを汲んだ心温まる取り組
みを行われた。

看取りの経験を行ったことにより、ス
タッフの意識も変わったという実感や
最後まで住み慣れた場所、人の関係で
過ごしてもらいたい思いも強くあり、
今後の研修予定も含め更なる充実した
看取りの対応が期待できる。

事業所内の勉強会に加え個人でも研修や
資料を参考にして対応を行っている。ま
た分からない事は、法人内の医師や看護
師に相談を行い適切な対応方法ができる
よう努めている。またＡＥＤを設置し、
落ち着いて行動できるよう備えを行って
いる。

介護職員は日常での様子や変化を把握
し、その都度看護職員への報告・相談を
行っている。必要に応じて受診につなげ
る支援を行う等、主治医への相談・伝達
も含め適切な受診や看護が受けられるよ
う看護職員との連携をもちサービス提供
が行えるよう努めている。

入院時には、早期に身体状況や日常生活
での留意点等を医療関係者と情報交換を
行っている。また入院後の経過も家族や
医療関係者と情報交換をしながら必要な
相談等を行っている。普段から医療機関
との連携がスムーズに行えるよう、コ
ミュにケーションを大切にした関係作り
に努めている。

33 12
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自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

外部評価
自己
評価

外部
評価

項目

○一人ひとりの人格の尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し，誇りや
プライバシーを損ねない言葉かけや
対応をしている。

○利用者の希望の表出や自己決定の支援

日常生活の中で本人が思いや希望を
表したり，自己決定できるように働
きかけている。

○日々のその人らしい暮らし

職員側の決まりや都合を優先するの
ではなく，一人ひとりのペースを大
切にし，その日をどのように過ごし
たいか，希望にそって支援してい
る。

○身だしなみやおしゃれの支援

その人らしい身だしなみやおしゃれ
ができるように支援している。

○食事を楽しむことのできる支援

食事が楽しみなものになるよう，一
人ひとりの好みや力を活かしなが
ら，利用者と職員が一緒に準備や食
事，片付けをしている。

髭剃りや髪をとかすなど職員が必要に応
じてのお手伝いを行い、身だしなみを整
えている。定期的に訪問美容を利用し散
髪を行うなど、快適におしゃれができる
生活を支援している。

本人の希望や自宅での生活習慣を基に、
希望がある場合は、主食をパンに変更を
したりお粥などへの変更を行っている。
また地産地消にもこだわり時期の野菜や
新鮮な魚を調理した提供も行っている。
誕生者へのケーキ作りや季節のおやつ作
り、簡単な調理の準備（玉ねぎの皮むき
など）や片付けも職員の見守りのもと可
能な限りご利用者も一緒に行っている。

地産地消にこだわり、理事長が直接新
鮮な魚や季節の旬な食材などを買い出
しに行くことも多くあり、港町尾道の
特性を活かした時期の新鮮な魚や季節
ごとの旬にこだわったメニューが利用
者にも好評であり楽しみとなってい
る。利用者も簡単な調理の準備などで
きることを役割とされ一緒に行われて
いる。

利用者に対し日々尊重した言葉遣いを
行っている。プライバシーを損ねない声
掛けや対応を心掛け、個人情報の取り扱
いに関しても適切に対応が出来るよう職
員教育も行っている。ご本人の思いを大
切にした返答や対応を行い、一人ひとり
の個別性や生活歴を大切できるよう配慮
し関わりを行っている。

利用者の尊厳やプライバシーを意識し
た声掛けや個々に合った支援には十分
に気を付け対応がなされている。何事
も声掛けから始まるという意識で管理
者・リーダーも不適切な声掛けに感じ
られる場面や日が経つと慣れてしまう
部分もその都度スタッフに注意を投げ
かけ振り返りができるよう改善が図ら
れている。

一人ひとりに合った言葉かけを行い、出
来るだけ本人の思いや希望を引き出し、
その思いを職員が理解し対応が行えるよ
う努めている。着替えの服なども、本人
に着たい服を選んでもらい決めるなど、
生活の中で自己決定できる場面ができる
よう配慮し関わりを行っている。

一人ひとりのペースを大切にし日々対応
を行っている。生活の中で本人の希望が
あれば、出来るだけ可能な範囲で工夫を
し対応を行っている。無理強いせず、そ
の時の利用者の気分や思い、状態に合わ
た対応が行なえるよう心掛けている。

Ⅳ  その人らしい暮らしを続けるための日々の支援

38
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自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

外部評価
自己
評価

外部
評価

項目

○栄養摂取や水分確保の支援

食べる量や栄養バランス，水分量が
一日を通じて確保できるよう，一人
ひとりの状態や力，習慣に応じた支
援をしている。

○口腔内の清潔保持

口の中の汚れや臭いが生じないよ
う，毎食後，一人ひとりの口腔状態
や本人の力に応じた口腔ケアをして
いる。

○排泄の自立支援

排泄の失敗やおむつの使用を減ら
し，一人ひとりの力や排泄のパター
ン，習慣を活かして，トイレでの排
泄や排泄の自立に向けた支援を行っ
ている。

○便秘の予防と対応

便秘の原因や及ぼす影響を理解し，
飲食物の工夫や運動への働きかけ
等，個々に応じた予防に取り組んで
いる。

○入浴を楽しむことができる支援

一人ひとりの希望やタイミングに合
わせて入浴を楽しめるように，職員
の都合で曜日や時間帯を決めてしま
わずに，個々に応じた入浴の支援を
している。

週二日程度の入浴予定をたて、その日の
状態を確認し対応。本人が気が向かない
日は無理強いせず、次の日に延期するな
ど柔軟に対応を行っている。個別でゆっ
たりと入浴が出来るよう、出来る限り一
人ずつの入浴対応を心掛けている。

入浴は午後からであり、個々の入浴環境
や身体機能状況に応じて、事業所内の一
人用浴槽や同法人建物内のデイケアの大
浴場、機械浴槽を使用して個別に合わせ
た入浴を実施している。入浴の気が進ま
ない方は無理強いせず柔軟に変更をし一
人ひとりがゆったり入れることを意識し
ての取り組みが実践されている。

毎食後必ず口腔ケアを行い、口腔内が清
潔・健康に保てるよう努めている。利用
者の状態に合わせ、歯ブラシの種類や舌
ブラシを使用する等使い分け、できる動
作は行ってもらい必要な介助や確認はス
タッフが行っている。口腔内の確認はそ
の都度行い、口腔内の異常の早期発見に
も努めている。必要に応じて歯科への連
携も行っている。

排泄時にはチェック表に記載をし、排泄パターン
や排泄時の状態把握を行い、トイレで排尿ができ
るよう支援している。布パンツにナプキンを使用
されている方が、失禁をした場合でもすぐにリハ
ビリパンツの使用はせず、排尿パターンを再度確
認しトイレで排尿が行えるよう工夫をしている。
また、リハビリパンツを使用しており、失禁が少
ない方は布パンツに変更するなどの対応も行って
いる。

スタッフは常に利用者本人の立場に
立って考え、すぐにリハビリパンツの
使用ではなく、根気よく誘導をしっか
りするところから始まり、ポータブル
トイレも用意はしたが個人の状態把握
や体調も考えながらトイレの誘導を取
り組むことで逆にポータブルトイレで
するよりも排尿回数も減ったという取
り組み実績もある。

排便チェック表と申し送りにて、日々の
排便状況を把握している。また下剤服用
で便秘気味の方に対しては、水分を定時
の水分摂取以外にもしっかり摂れるよう
よう対応を行っている。また、運動量も
関係がある為、身体を動かす時間を設け
ている。

普段より定期及び随時での水分摂取の時間を設け
ている。食事形態や食器などはその方の状態など
に配慮した対応を行っている。また特に体調不良
者や脱水状態の方に対しては、水分摂取摂取量の
把握を記録に記載し、一日の水分摂取量の把握を
行ったうえ体調への配慮を行っている。また水分
が飲みにくい利用者には、凍らせる等の工夫をし
対応している。食事低下の方に対しては、本人の
好みの物や食べやすい物に変更するなど、一人ひ
とりの状態に応じた支援を行っている。

43 16

45
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17
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自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

外部評価
自己
評価

外部
評価

項目

○安眠や休息の支援

一人ひとりの生活習慣やその時々の
状況に応じて，休息したり，安心し
て気持ちよく眠れるよう支援してい
る。

○服薬支援

一人ひとりが使用している薬の目的
や副作用，用法や用量について理解
しており，服薬の支援と症状の変化
の確認に努めている。

○役割，楽しみごとの支援

張り合いや喜びのある日々を過ごせ
るように，一人ひとりの生活歴や力
を活かした役割，嗜好品，楽しみご
と，気分転換等の支援をしている。

○日常的な外出支援

一人ひとりのその日の希望にそっ
て，戸外に出かけられるよう支援に
努めている。また，普段は行けない
ような場所でも，本人の希望を把握
し，家族や地域の人々と協力しなが
ら出かけられるように支援してい
る。

○お金の所持や使うことの支援

職員は，本人がお金を持つことの大
切さを理解しており，一人ひとりの
希望や力に応じて，お金を所持した
り使えるように支援している。

日々の生活の中で洗濯干しや食器拭き
等、その方のできる事を活かして家事作
業などはスタッフと共に行っている。す
すんで食器拭きを行って下さり今では生
活の中での役割となっている。一人一人
の生活歴や趣味で行っていた事を把握
し、本人のできる力やできる可能性のあ
る事をできるだけ引き出し継続して行え
るよう配慮している。

年間行事計画を立て、散歩・季節行事・
地域祭りへの参加等を行い定期的に外出
支援を行っている。地域での行事、あじ
さい忌、みなと祭り、ベッチャー祭り
等、尾道ならではのお祭りが身近で味わ
えるよう取り組みを行っている。家族や
ボランティアなど参加への声掛けも行
い、協力も得て外出支援に努めている。

気候が良い時は散歩によく出かけたり、
日常品を買いに商店街へ出かけたりと日
常的に出かけている。地元行事が盛んな
地域でもあり地域の方が案内をしてくれ
ることも多く、年間行事を立て行事やイ
ベントに参加し外出の機会や非日常の楽
しい時間を楽しめる取り組みとなってい
る。家族やボランティアにも協力を頂き
外出する支援も行っている。

希望により、家族からの預かり金の使用
状況を月ごとに現金出納帳に記載し、毎
月家族へも報告を行っている。成年後見
制度を利用されている方もおり、連携し
ながら支援している。日用品など近くの
薬局にスタッフ付添いのもと本人が財布
を持って出掛け、利用者自身で支払いを
行う等の支援を行っている。

その方の今までの生活習慣や、その日の
状態に合わせソファーや、居室ベッドで
休んで頂ける対応を行っている。夜間も
同様に、その方の生活リズムやその日の
状態になどに合わせ、居室への案内を行
い、安心して気持ち良く眠れるよう配慮
している。

各個別ファイルへ内服中の薬情報を保管
し、内服薬の内容、効果や副作用等の把
握を行っている。症状などの変化があれ
ば申し送り等で随時伝達、内服薬の変更
があれば申し送り表への記載にてスタッ
フ全体での把握を行っている。個別ファ
イル内の薬情報はその都度新しい情報に
更新し、現状の服薬状況を把握できるよ
うにしている。

46
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49 18
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自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

外部評価
自己
評価

外部
評価

項目

○電話や手紙の支援

家族や大切な人に本人自らが電話を
したり，手紙のやり取りができるよ
うに支援をしている。

○居心地の良い共用空間づくり

共用の空間（玄関，廊下，居間，台
所，食堂，浴室，トイレ等）が，利用
者にとって不快や混乱をまねくような
刺激（音，光，色，広さ，温度など）
がないように配慮し，生活感や季節感
を採り入れて，居心地よく過ごせるよ
うな工夫をしている。

○共用空間における一人ひとりの居場所
づくり

共用空間の中で，独りになれたり，
気の合った利用者同士で思い思いに
過ごせるような居場所の工夫をして
いる。

○居心地よく過ごせる居室の配慮

居室あるいは泊まりの部屋は，本人
や家族と相談しながら，使い慣れた
ものや好みのものを活かして，本人
が居心地よく過ごせるような工夫を
している。

○一人ひとりの力を活かした安全な環境づ
くり

建物内部は一人ひとりの「できるこ
と」や「わかること」を活かして，
安全かつできるだけ自立した生活が
送れるように工夫している。

居室内の家具などは自宅での馴染のある
ものを持参して頂けるよう入居時に家族
へ相談、居室に出来る限りで配置してい
る。居室内の家具の配置もご本人ご家族
と相談の上配置している。また、使い慣
れたものや好みの物なども家族に持って
来て頂き居心地よい居室であるよう努め
ている。入居後も必要に応じて家族と相
談をしながら対応。

利用開始時に本人・家族と一緒に部屋の
配置や物品の準備の話が行われ、利用者
は個性や生活歴に合わせた家具や生活必
需品を持ち込まれ、スタッフで分からな
い部分家族にしっかり聞いて準備し安心
して過ごせる場所となっている。身近は
カーテンなども部屋ごとに違うものを付
けていたりと生活にアクセントもつけら
れていたりと工夫も見られる。

室内はバリアフリー、手すり設置、一人
ひとりの身体状況に応じて生活しやすい
よう対応をしている。また、職員間で本
人の出来る力・できる可能性のある力を
見きわめながら、ご本人のできる事をい
かし生活ができる自立支援での介助が行
えるよう意識をし対応を行っている。

家族から本人あてにかかってきた電話の
取次ぎは随時行っている。また、年末に
は利用者全員がご家族や自分の大切な人
や希望する人へ年賀状を書き郵送するま
でのサポートを行った。本人から家族
へ、家族から本人へお互いの思いがその
時々で伝わるよう支援している。

昔懐かしい家具、昔馴染みのあるもの等
を置き安心し意心地良く過ごせるよう空
間作りを行っている。リビングにはソ
ファーなども置きくつろげるよう、また
季節の花や飾りをリビングや玄関に飾る
など、目で見て季節感を味わえる工夫も
行い、居心地のよい空間づくりに配慮し
ている。

事業所の玄関からリビングの共有スペー
スまで昔懐かしい古民家家具や調度品が
配置され、和を基調とした懐かく心癒さ
れる空間が演出されている。レク作品も
あえて飾るのではなく、「家」を想定し
た管理者の熱意のある思いからあえて飾
らない取り組みも一目置くところであ
る。ソファーなどくつろげる環境も整っ
ており家庭的でゆっくり心休まる場であ
る。

ソファーや休める椅子を数か所置き、
個々利用者の方が好きな場所で安全にく
つろぎやすい環境を整備。また、テーブ
ルや椅子の配置もご利用者の方が過ごし
やすいよう配慮して配置。自分の好きな
位置や気の合った人同士で過ごせるス
ペース作りに配慮している。落ち着い
て、居心地よく過ごせる空間づくりに工
夫し対応している。
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○

○

〇

○

○

○

○

○

利用者は，戸外への行きたいところへ出かけている
③利用者の３分の１くらいが

④ほとんどいない

③利用者の３分の１くらいが

②数日に１回程度ある

③たまにある

④ほとんどない

④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が

②利用者の３分の２くらいが

Ⅴ  アウトカム項目

①ほぼ全ての利用者の

②利用者の３分の２くらいの

③利用者の３分の１くらいの

57 利用者と職員が，一緒にゆったりと過ごす場面がある

63

61

④ほとんど掴んでいない

①毎日ある

58 利用者は，一人ひとりのペースで暮らしている

職員は，利用者の思いや願い，暮らし方の意向を掴んでいる。56

利用者は，職員が支援することで生き生きした表情や姿がみられている

②利用者の３分の２くらいが

職員は，家族が困っていること，不安なこと，求めていることをよく聴いて
おり，信頼関係ができている

59

62
利用者は，その時々の状況や要望に応じた柔軟な支援により，安心して
暮らせている

60

①ほぼ全ての利用者が

②利用者の３分の２くらいが
利用者は，健康管理や医療面，安全面で不安なく過ごせている

①ほぼ全ての家族と

②家族の３分の２くらいと

④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が

③利用者の３分の１くらいが

④ほとんどいない

③利用者の３分の１くらいが

②利用者の３分の２くらいが

①ほぼ全ての利用者が

②利用者の３分の２くらいが

④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が

③家族の３分の１くらいと

④ほとんどできていない

③利用者の３分の１くらいが



○

○

○

○

〇

66 職員は，活き活きと働けている

64
通いの場やグループホームに馴染みの人や地域の人々が訪ねて来てい
る

65

68
職員から見て，利用者の家族等はサービスにおおむね満足していると思
う

67 職員から見て，利用者はサービスにおおむね満足していると思う

運営推進会議を通して，地域住民や地元の関係やとのつながりの拡がり
や深まりがあり，事業所の理解者や応援者が増えている

④ほとんどない

①大いに増えている

②少しずつ増えている

④ほとんどできていない

④ほとんどいない

①ほぼ全ての家族等が

②家族等の３分の２くらいが

③家族等の３分の１くらいが

①ほぼ全ての利用者が

②利用者の３分の２くらいが

③利用者の３分の１くらいが

③たまに

①ほぼ毎日のように

②数日に１回程度

③あまり増えていない

④全くいない

①ほぼ全ての職員が

③職員の３分の１くらいが

④ほとんどいない

②職員の３分の２くらいが



（様式２）

事業所名

作成日

【目標達成計画】

1 33

2

3

4

5

6

7

注１）項目番号欄には，自己評価項目の番号を記入すること。
注２）項目数が足りない場合は，行を追加すること。

今後の研修予定も含
め、更なる充実した看
取りの対応を行ってい
けるよう取り組む。

更なる充実した看取り
の対応を行える。（看
取りでの身体介護等の
専門性を高める。

清拭・安楽な体位など具
体的な介助方法について
の勉強会を行い、各ス
タッフ差がなく対応でき
るよう取り組む。

6か月以内
（H30.3末迄）

〃

（看取りでの家族との
関り方について、より
向上した関りや共にお
見送りができる大切さ
を学ぶ。）

看取りについての考え
方、家族との関りにつ
いての勉強会を行う。

6か月以内
（H30.3末迄）

２  目標達成計画

グループホームこころ尾道駅前

平成29年9月19日

優
先
順
位

項
目
番
号

現状における
問題点，課題

目標
目標達成に向けた
具体的な取組み内容

目標達成に
要する期間


