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＜運営推進会議における評価> 

【事業所概要】 

【事業所の特徴、特に力を入れている点】 

 

・小規模多機能から看護小規模多機能への移行に伴い、職員の意識向上を図り事業所が地域での役割を果たせるよう日々努力しています。 

・ご本人とご家族の意向や要望を尊重し、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けていくことができるよう、地域との連携・情報共有を常

日頃から意識して取り組んでいます。 

・笑顔で来所して頂き、笑顔で帰宅して頂けるよう利用者様一人一人に寄り添った介護サービスの提供を心掛けています。 

 

【自己評価の実施概要】 

【運営推進会議における評価の実施概要】 

法人名 有限会社 在宅ナースの会 事業所名 
 
看護小規模多機能型居宅介護 ふくふく釜利谷 

所在地 

 
（〒   236 － 0045   ） 
横浜市金沢区釜利谷南 2-4-22 白山ハイツ 1 階 

事業所自己評価 

実施日 西暦    2019 年  11  月  30  日 
従業者等自己評価 

実施人数  （   18   ）人       ※管理者を含む 

実施日 西暦  2019   年  12  月  25  日 出席人数（合計）  （   8   ）人     ※自事業所職員を含む 

出席者（内訳） 
□自事業所職員（ 4 人） □市町村職員（   人）  □地域包括支援センター職員（ 1 人） □地域住民の代表者（ 1 人） 

□利用者（  1 人）  □利用者の家族（  1 人）  □知見を有する者（   人）  □その他（    人） 
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■ 前回の改善計画の進捗評価 

項目 前回の改善計画 実施した具体的な取組 進捗評価 

Ⅰ．事業運営の評価 

（評価項目 1～10） 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

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 
（評価項目 11

～27） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．多機関・多

職種との連携 
（評価項目 28

～31） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ⅲ．結果評価 

（評価項目 42～44） 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「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 



3 

■ 今回の「評価結果」および「改善計画」 

項目 改善計画（案） 運営推進会議における意見等 

Ⅰ．事業運営の評価 

（評価項目 1～10） 

①防災への意識が年々高まってきており、職員間で共通認識が

持てるようになっている。 
②毎朝のミーティングで情報共有がされており業務が円滑に

行われるよう努力している。 

③分からないことや不安な事を相談できる環境づくりをして

いる。 

④決まった時間に休憩が取れないこともあるが休憩が取りや

すい環境にはなっている。 

①災害に対して事業所の置かれている環境に適した具体的な

対策の検討と訓練の継続。 
②情報提供・情報共有が円滑に行える環境づくりに努める。 

③職員の声掛けの徹底。 

④職員の休憩時間を計画的に確保し心身ともに休まる環境を

作る。 

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 
（評価項目 11

～27） 

①柔軟な組み合わせでサービスの提供がされている。 

②計画の内容や生活上の留意すべき点について利用者・家族に

説明し理解を得ている。 

③お互いの専門性を理解し合い、情報共有を行う話し合いの場

が多く持てるようになってきている。 

④サービスの特徴は一回の説明では理解が困難なため疑問を

感じたときはその都度説明を行っている。 

①研修参加や資格取得により専門的で質の高いサービス提供

を行う。 

②目標達成に向けた計画をさらに意識して目標達成をすると

ともに、常に見直せる環境づくりをしていく。 

③専門性を意識した役割分担が行えるよう効果的かつ効率的

なサービス提供を目指す。 

④利用者・利用者家族がサービスの概要・趣旨をしっかりと理

解できる説明を心掛け、安心して利用して頂けるようにする。 
２．多機関・多

職種との連携 
（評価項目 28

～31） 

①事業所として地域の役割を果たせるよう、職員の意識向上が

見られる。 

②休日夜間を問わず、緊急時に対応できる体制を作り上げてい

る。他機関の緊急連絡先もわかりやすく申し送られている。 

①看護小規模多機能型居宅介護サービスの地域での関わり、役

割を意識して多職種連携の充実を図る。 

②緊急時の対応方針を多職種で情報共有できる体制づくりを

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事業所としての役割について職員間での情報共有ができる

ようにしている。 

②できる限り地域の催し事に参加し積極的な活動を志してい

る。 

①地域への啓発活動を積極的に行えるよう、職員の意識向上と 

事業所の役割を深く理解していく。 

②継続的に地域行事に参加し、事業所の情報発信をすると共に 

地域と協力して安心して暮らせる場所作りに努める。 
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③事業所としては受け入れ態勢を構築しており、状況に応じて

サービスの提供ができるようになっている。職員も自信を持っ

て対応できるよう資格取得に励んでいる。 

③医療ニーズの高い利用者でも積極的に受け入れができる体

制づくりを継続して、安心してサービスを受けられる事業所を

目指す。 

Ⅲ．結果評価 

（評価項目 42～44） 

①事業所として地域への役割、利用者・家族への役割を果たせ

るよう職員が理解できる体制の構築を図っている。 

 

②利用者・家族の介護に対する不安や負担を考慮し、安心して

自宅での生活を継続して行くことができるよう努めている。 

終末期においても在宅生活が継続できる、柔軟なサービスの提

供を心掛けている。 

 

①事業所の役割を職員全員が理解できるよう社内研修の実施

や外部研修への参加を積極的に行っていく。 

②サービスの導入によりどのような効果があるのか、また期待

されているのかを意識しサービス向上に努める。 

 

※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 
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■評価表 [事業所自己評価・運営推進会議における評価] 

番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

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

療ニーズの高い利用者の在

宅生活の継続支援」、「②在宅

での看取りの支援」、「③生活

機能の維持回復」、「④家族の

負担軽減」、「⑤地域包括ケア

への貢献」を含む、独自の理

念等を掲げている 

16 2 0 0  
医療ニーズの高い方が増え

てきているので、これからも

大変になってくると思いま

す。 

 

 

 

 

理念が玄関に掲示してあり職員以

外でも見る事が出来るようになっ

ている。 
 
 

［具体的な状況・取組内容］ 

・会社としての理念、事業所としての理

念を掲げ実践している。 

・理念に基づきご本人、ご家族の要望に

沿ったケアを実践している。 

・入口の見やすい場所に理念を掲示し理

念の共有を行い、ミーティングでも目標

を定め実践に繋げている。 

・重要事項にも記載され、契約時に説明

がなされ、その理念に向かってのサービ

ス提供に努めている。 

2 ¡ サービスの特徴および事業

所の理念等について、職員が

その内容を理解し、実践して

いる 

16 2 0 0 表から見ても中の雰囲気は

全くわからない。入ってみる

と本当に明るい雰囲気だっ

た。 
 

 

 

事業所の理念においては日常会話

でも「ふくふくとした笑顔」のキー

ワードが出るほど浸透している。 
 
 

［具体的な状況・取組内容］ 

・管理者会議、社内研修時にも事業所の役

割、サービスの充実を話し合い、職員への周

知がされている。 

・利用者に合ったケアを提供し本人にとって居

心地の良い環境づくりを行っている。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

・毎日の業務担当表にも理念が印字されてお

り日々再確認ができいつでも笑顔で対応でき

るよう心掛けている。 

・理念を掲げる事で、利用者個々に合ったサ

ービスの提供に努めている。 

・利用者・家族に寄り添い、居心地の良い場

所になるよう実践している。 

・ミーティングを通して職員が方針を共有し実

践している。 

 

 

（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 

15 3 0 0  
 
 
 
 
 

 

［具体的な状況・取組内容］ 
・各自のレベルに合わせた育成計画を作

成している。 
・新人研修・社内研修・外部研修（資格

取得含む）への計画がされている。 
・年間を通じて様々な研修やミーティン

グ等を行い、技術向上の取り組みがされ

ている。 
・業務上必要な研修、資格取得に向けた

育成計画が作成されている。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

4 ¡ 法人内外の研修を受ける機

会を育成計画等に基づいて

確保するなど、職員の専門技

術の向上のための日常業務

以外での機会を確保してい

る 

15 3 0 0  
 
 
 
 
 
 

看護・介護職の為の資格取得や外部

研修参加が積極的に行われている。 
研修の参加依頼や募集が届いた際

は、関係職員に周知され参加を促し

ている。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・専門職に合わせた研修参加が計画的に

行われている（喀痰吸引研修・認知症実

践者研修・初任者研修・ＣＶポート技術

研修・褥瘡ケア研修等） 

・必須研修を含む社内研修を受けられる

よう業務の調整が柔軟に行われている。 

・喀痰吸引研修が毎年計画的に進んでお

り資格取得者が増えている。 

・医療機関が開催する研修会（勉強会）

に積極的に参加できる機会を設けてい

る。 

 

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

門員の間で、職員が相互に情

報を共有する機会が、確保さ

れている 

16 2 0 0 家族としても連絡ノートを

活用しなければいけないの

ですがほとんどコメントを

書かずに申し訳ないと思っ

ています。看護師さんとケア

マネさんがしっかりと話せ

ていると思います。 
 
 

情報共有は全職員の共通認識とし

て日々声掛けが行われている。 ［具体的な状況・取組内容］ 

・毎朝のミーティングで情報の共有をし、

申し送りノートによる確認も行えてい

る。 

・利用者の状態変化や新規利用者の情報

を共有している。 

・毎朝のミーティングと必要時に情報を

共有する機会が設けられている。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

（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 

15 3 0 0  
 
 
 
 
 
 

会議後にはすぐに議事録が作成さ

れ事業所内での情報共有がなされ

ている。 
 
運営推進会議に出てみたいという

職員からの声も聞かれている。 
 

［具体的な状況・取組内容］ 

・参加して頂いた利用者または利用者家

族からの要望は迅速に反映できるように

している。 
・地域からの情報提供（特に防災関連）

は利用者の不利益にならないよう心掛け

ている。 
・サービスに満足しているお言葉を頂い

たときは更なるサービス向上に繋がるよ

うサービス内容の確認、他者との比較検

討を行っている。 

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 

10 8 0  0 介護職の人員確保が大変だ

というお話は各方面から聞

きます。事業所のご苦労があ

るかとは思いますが頑張っ

て頂きたいです。 
 
 
 
 

休憩時間が交代で取れるようにな

っており職員の休憩への意識も浸

透しているが、全職種が平等に休憩

が取れていない時もある。 
 
人材不足のなか、職員が協力し合っ

て職場環境づくりに励んでいる。 

［具体的な状況・取組内容］ 

身体状態や家庭の事情による勤務形態を

考慮したシフト変更が可能である。 
・職員家族に急な体調不良が生じても勤

務を調整できる体制があり安心して働く

事が出来る。 
・有給の取得や報酬の改善などで職員の

意欲向上に繋がっている。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

・ミーティングで業務の改善などを話し

合う事ができる。 
・職員間で互いにアドバイスをし合い声

掛け等を密にし、より良い職場環境づく

りをしている。 
・職員の能力向上のため管理者・専門職

などから指導やアドバイスを受けられる

環境がある。 
・できる限りの勤務を取り入れている。

シフト決定後でも勤務の調整が可能で安

心できる。 

 

（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・共有のための希望環境整備  

8 ¡ 利用者等の情報について、随

時更新を行うとともに、必要

に応じて職員間で迅速に共

有できるよう工夫されてい

る 
 
 

16 2 0 0  
 
 
 
 

職員同士で情報共有する方法が多

数ありコミュニケーションが図り

やすい環境にある。 
 

［具体的な状況・取組内容］ 

・毎朝のミーティングで利用者の内服・

処置の変更、状態について随時報告がさ

れ記録を残し職員間で共有する事ができ

ている。 
・支援の変化があった際には随時速やか

にミーティングで取り上げ、状況を把握

し職員間での共有がされている。 
・業務中も必要に応じて報告がなされ申

し送りを行い情報共有している。 



10 

番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

（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

ため、事業所においてその具

体的な対策が講じられてい

る 

16 2 0 0 事故報告やヒヤリハットをし

っかりと検討することで次の

事故が防げるはずなので、対

策は常に考えて欲しい。 
 
 
 
 
 

ひやりはっとの報告のみに踏みと

どまらず、検討会の実施までを一つ

のプロセスとして捉えるように意

識改善に努めている。 
 
事故が起こってしまった際には遅

滞なく横浜市への報告を行ってい

る。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・個人情報は施錠可能な書庫に保管され

管理されている。 
・運転する職員には研修や交通安全に関

するファイルがありいつでも閲覧できる

ようになっている。 
・各マニュアルが整備され、他事業所か

らの事例をもとに対策を講じている。 
・ひやりはっと報告、改善策の検討をし

事故防止への取り組みを行っている。 
・ドライブレコーダーの設置による安全

運転の意識付けが行われている。 
・防災訓練、避難訓練による具体的な対

応方法が共有されている。 
・感染症予防の研修により、職員間で共

通の認識を持ち対策を講じている。 
・防災委員、研修委員、安全運転管理者

による対策が講じられている。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

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

針が共有されている 

16 2 0 0  
災害時に心配な方のアクシデ

ントを考えると地域との繋が

りが大事だと思った。 
 
 
 
 
 
 
 
 

社内研修等により災害への意識を

高めマニュアルの見直しを検討し

ている。 
 
緊急時・災害時の避難に関して現実

的な行動を取るための対応を事業

所だけではなく地域での共通認識

となるとよいのではないか。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・防災委員がおり、定期的に委員会が開

催されマニュアル等の確認が行われてい

る。 
・物品の備蓄が整っている。 
・台風時は各利用者に連絡を取り、自宅

待機か事業所避難かを早めに明確にし二

次災害を防いでいる。 
・消防訓練では、地域住民の方にも参加

して頂き少しでも情報共有が出来るよう

努めている。 

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

や家族等介護者の状況等を

含む、利用者等の 24 時間の

暮らし全体に着目したアセ

スメントが行われている 

16 2 0 0 老々介護なので非常に助かっ

ています。 
 
 
 
 

家族の介護力、経済力をも含めたア

セスメントの実施が必要。 
 

［具体的な状況・取組内容］ 

・利用者、家族等のアセスメントを行い、

要望に則ったサービスが提供されてい

る。 
・どんなことでも相談が出来るよう 24 時
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

間連絡が取れる体制となっている。 
・利用者の生活状況や介護状況に応じて

計画の作成がされており、宿泊や通いの

サービスを柔軟に取り入れている。 
・通いの時間だけではなく自宅での生活、

家族の介護力、就労状況によるアセスメ

ントが行われている。 
・ケアマネや看護師が自宅での様子を積

極的に聞き取り把握し、家族等を含めた

アセスメントを行いケアプランの作成に

役立てている。 

 
 
 
 

12 ¡ 介護職と看護職がそれぞれ

の視点から実施したアセス

メントの結果が、両職種の間

で共有されている 

16 2 0 0  
 
 
 
 
 
 
 

色々な方法で両職種間の情報共有

が行われている。 
朝のミーティングは有効かつ効率

的に使われるようにしなければな

らない。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・介護職からの問題提起やカンファレン

スを行い、問題解決への取り組みを実践

している。また看護職より注意する点等

介護職に申し送り共有している。 
・介護、看護職それぞれに得た情報や様

子・異変等は速やかに報告し話し合う事

により共有ができている。 
・お互いの専門性を活かし情報共有がさ

れている。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

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、その目

標の達成に向けた計画が作

成されている 

16 2 0 0 はっきりとした意見が言え

ない人の考えを汲み取るこ

とは非常に困難だと思いま

すが良くやってくれている

と思います。 
 
 
 
 
 

定期的な訪問により利用者や利用

者家族の要望を踏まえた計画が作

成されるようにしている。 
［具体的な状況・取組内容］ 

・利用者、家族の考えや要望をミーティングによ

りケアマネから共有している。 

・利用開始前に家族の状況や考えを聞き計

画に反映させている。 

・本人、家族の意向を確認・把握しその目標

に向かった計画が作成されている。 

・利用者本人の意向を重視したうえで家族等

の考えを適切に把握しそれに基づいたケアプラ

ンが作成されている。 

14 ¡ 利用者の有する能力を最大

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 
 

15 3 0 0 できる事が少ない中、色々な

事を考えてやってくれてい

るので助かっています。 
 
 
 
 
 
 

事業所内にはいない専門職（言語聴

覚士・理学療法士）のリハビリにお

いては希望者が多いが、制度上自己

負担額が大幅に増えてしまい導入

を控えてしまう場合もある。 
 
家族の病状に対する認識が低い場

合もあり、看護職による説明が不可

欠である。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・ケアマネにより利用者の能力を活かし

心身機能の維持回復を重視したケアプラ

ンが作成されている。 
・心身の機能維持の為、車いすに頼らず

無理のない範囲での歩行を心掛けてい

る。また利用者・利用者家族の理解を得

ている。 
・生活全般を捉えた「自立生活」を目指

した計画が作成されている。 
・個々の心身機能に応じ生活機能を維持
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

向上するための、安全に配慮した計画を

作成している。 
・現状の機能を把握し利用者が尊厳をも

って生活が続けることが出来る計画とし

ている。 
・利用者に必要なリハビリを実施した計

画が作成されている。 
 

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、リスク管理を踏まえ

た計画が作成されている 
 
 

14 4 0 0 状況の変化をいち早く把握

するには多職種の連携が不

可欠となってくると思いま

す。またご本人・ご家族への

十分な説明が必要と考えま

す。 
 
 
 
 
 
 

状況変化の予測とリスク管理は日

常的に行い、主治医に報告・相談・

事前指示をもらうなどケアマネと

ともに行っている。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・変化に伴うリスク管理をしている。 
・状況の変化を予測し異常の早期発見に

努めリスクを最小限にとどめるようにし

ている。 
・介護、看護職それぞれが異変等の状況

変化を報告し合い共有することにより予

後予測を踏まえた計画作りが可能となっ

ている。 
・利用者の状況変化が予測される時は家

族と連携し予後予測できることを話し、

バイタル測定や内服方法などを計画し実

施している。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

（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

的なアセスメントにより、利

用者等の状況変化を早期に

把握し、計画への適宜反映が

行われている 
 
 

14 4 0 0 ほとんどこちらで過ごして

いるので体調の変化にはい

ち早く気付いてもらってい

ます。対応も早く助かってい

ます。 
 
 
 
 
 
 

早期の把握は出来ているが、迅速な

反映には繋がっていないので、計画

に反映できるとよい。 
［具体的な状況・取組内容］ 

・ミーティング等で利用者の状態や状態

の変化について早期に情報が共有され計

画の変更に適宜反映が行われている。 
・サービスを提供する中でアセスメント

を取り利用者の状況に応じて早期に計画

に反映させている。 
・各職員が小さな変化を見逃さないよう

日々の業務に取り組んでいる。状況の変

化に応じて主治医への連絡、各職種での

情報共有を行い反映がされるよう努めて

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、適時適切に利

用者宅を訪問することで、家

族等を含めた居宅での生活

状況の変化を継続的に把握

している 

13 5 0 0  
多少の違いはあっても、要介

護度に沿ったサービスの利

用ができていると思います。 
 
 

訪問に限らず、送迎時や配食サービ

ス利用時にも家族の状況を把握で

きるように努めている。 
状況の変化が予測される場合は全

職員に周知している。 
 

［具体的な状況・取組内容］ 

・変化する生活状況を把握する為、訪問

や電話連絡を行っている。 
・通い、泊りの利用が多いが適時訪問し

家族から家庭での様子を伺い、生活状況

の変化を把握している。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

・定期的な訪問により偏りのないサービ

ス提供を心掛けている。また家族の状況

変化の把握にも努めている。 
・介護、看護職が訪問時に家族等を含め

た居宅での生活状況や状況の変化を積極

的に把握し報告を行いケアプランに反映

できるようにしている。 
・看護職による訪問看護を提供する際や

送迎時において居宅での生活状況を把握

し情報共有をしている。 

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、主治

医など、事業所内外を含む関

係多職種と情報が共有され

ている 
 

15 3 0 0  
 
 
 
 
 

事業所の役割を考え、迅速な情報共

有が行われ目標達成に向かって職

員が意識できている。 
［具体的な状況・取組内容］ 

・状況の変化は主治医や薬剤師と連携し

ている。朝のミーティング時の情報は夜

勤者へ情報共有が行われるよう徹底して

いる。 
・他職種との情報はミーティング・申し

送りノートを使って共有されている。 
・医療機関のアプリの活用や情報共有の

効率的な方法を日々考え行われている。 
・毎月報告書を作成し主治医へ利用者の

達成状況を報告している。それ以外でも

変化があれば都度連絡をしている。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

（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

ながら、柔軟な役割分担が行

われている 

16 2 0 0 看護職と介護職の隔たりな

く、協力して動いてくれてい

ると思います。家族としては

ありがたい限りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お互いの役割を理解し尊重し合う

事により利用者に寄り添ったサー

ビスの提供が可能となっている。 
忙しい時は声を掛け合い、職種の枠

にとらわれずに業務に当たってい

る。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・各職種の役割を理解し柔軟な対応を行

っている。 
・お互いに専門性を活かした役割分担を

行いつつ業務の状況に応じ柔軟に業務分

担をしている。 
・介護職は入浴・食事提供、服薬の実施、

レクリエーションを、看護職は投薬管理、

傷の処置など専門性を活かした役割を行

っている。 
・専門性を活かしつつも、お互いの壁を

作ることなく役割を果たすことができて

いる。 
・医療的ケアは看護職、レクリエーショ

ンや入浴介助は介護職を中心に行ってい

るが状況に応じてお互いの補助に回るこ

とができる環境にある。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

20 ¡ 利用者等の状況について、介

護職と看護職が互いに情報

を共有し対応策を検討する

など、両職種間の連携が行わ

れている 
 

 

16 2 0 0  
 
 
 
 
 

お互いに協力し合っているので、情

報共有もしやすい環境が整ってい

る。 
［具体的な状況・取組内容］ 

・職種を問わず状況の変化には敏感にな

っており都度、情報共有が行われている。 
・利用者の状態変化時の対処方法を共有

している。また、対応策を検討し実施後、

評価を行い次につなげている。 
・毎朝のミーティングで情報共有し話し

合い、対応策を検討している。 
 

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、

疾病予防・病状の予後予測・

心身の機能の維持回復など

の観点から、情報提供や提案

等を行っている 

15 3 0 0 著しい体調変化があった時

にどうしていいか分からな

い時、誰に聞いても話が通じ

ていたので、落とし込みがで

きているのだなと感じてい

ました。 
 
 
 
 
 

情報提供や提案等は、看護職の専門

性を活かし、介護職への落とし込み

を行っていて互いに病状の把握に

努めている。 
 

［具体的な状況・取組内容］ 

・利用者の病状、感染症の有無などの情

報はミーティング時に看護職より申し送

られ共有されている。 
・病名、病状、現状から説明し利用者の

予後予測できること、また注意すること

など情報提供している。 
・看護職の情報提供や提案は常にされて

おり、それによって介護職からの情報も

集まりより良いサービスの提供またはサ

ービスの改善がされている。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

（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、分かりやすく説

明し、利用者等の理解を得て

いる 

15 3 0 0 正直、完全には分かっていま

せんが、小さなことから教え

てくれているので少しは理

解しているつもりです。 
 
言葉が難しかったりするの

で何度も説明が必要になる

と思います。 
 
 
 
 
 
 

介護保険制度を初めて利用する方

も増えており、管理者・ケアマネと

もにいかに分かりやすく説明でき

るかを心掛けている。 

［具体的な状況・取組内容］ 

 

・サービスの特徴は 1 回の説明では理解

が困難なため疑問を感じたときはその都

度説明を行っている。 
・見学、契約時において管理者・ケアマ

ネから利用者、利用者家族に説明を行い

サービスの変更、法律の改定時には都度

説明に伺い理解を得ている。 
・ケアプランにおいてはケアマネから説

明が行われ日々のケアにおいては適宜サ

ービスの趣旨等を説明している。 
 

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

て留意すべき点等について、

分かりやすく説明し、利用者

等の理解を得ている 

16 2 0 0  
 
 
 
 
 

専門用語の使用をなるべく控え、わ

かりやすい言葉で理解して頂いて

いる。 
［具体的な状況・取組内容］ 

・ケアマネや看護師よりわかりやすく説

明が行われ理解を得ている。 
・計画の内容や生活上の留意すべき点に

ついて利用者等に説明し理解を得てい

る。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

・看護計画を作成し実践している。内容

の説明を看護師より行い理解を得てい

る。 
・ケアマネから説明が行われており、必

要に応じて看護職からの説明を行うこと

で理解を深めている。 
・理解が得られるまで何度でも説明を行

っている。 
 

24 ¡ 利用者等が行う医療処置や

医療機器の取り扱い方法、家

族等が行うケアの提供方法

等について、分かりやすく説

明し、利用者等の理解を得て

いる 

15 3 0 0 介護者の高齢化に伴い、介護

指導に時間がかかることも

あるのではないでしょうか。

医療処置があったりすると

家族は大変だと思います。 
 
 

退院後から利用の方は入院中にあ

る程度の手技を指導され在宅に戻

るが、サービス開始後も看護師の訪

問時に取り扱いの確認や理解度を

評価している。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・看護職による説明が十分になされてい

るが、なかなか理解が得られない場合は

訪問診療時や受診時にも説明をしていた

だけるよう医療機関と連携を取り、理解

を得られるようにしている。 
・家族等が行うケアの方法を自宅訪問、

または事業所に来ていただき、指導・助

言を行っている。 
・家族と一緒に処置やケアを行いながら

説明をするようにしている。また理解が

得られているか手技を確認している。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

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  

25 ¡ 利用者本人（意思の決定・表

示ができない場合は家族等）

の希望や意向を把握し、サー

ビスの提供に反映している 

16 2 0 0 十分にやってもらっていま

す。家族から伝えなくても提

案をしてくれたりしている

のでお任せしています。 
 
 
 
 
 

ü 日頃からの会話で要望や意向を聞

き出すことにより、サービスの提

供に反映をしている。 
［具体的な状況・取組内容］ 

・利用者、利用者家族等からの相談や意

見に傾聴し要望や意向を把握しサービス

の提供に反映している。 
・早い段階からその都度アセスメントを

行い、情報共有することでサービスの反

映に繋がっている。 
・本人の意思表示がない場合は、家族と

看取りについての話し合いを設け、サー

ビスの反映を行っている。 
・具体的な要望の把握に努め、サービス

提供に反映できるようにしている。 
・終末期における希望、意向については

面談を行い把握に努めている。 

26 ¡ 在宅生活の継続の可否を検

討すべき状況を予め想定し、

その際の対応方針等につい

て、利用者等と相談・共有す

ることができている 

14 4 0 0 様々な選択肢があることを

説明してもらっている。施設

入所を進めているが、きちん

とした対応をしてくれてい

ると思います。 
 
 
 

特に状態変化が大きい時は家族の

戸惑いや不安が強く、在宅での対応

が可能かどうかの相談が多くなる。 
 
不安を傾聴し、主治医の意見を交え

ながら対応方針を決定していく。 
 

［具体的な状況・取組内容］ 

・ミーティングで話し合いを行い、ケア

マネが利用者等と相談し対応している。 
・日々状態が変化する中で、対応策の検

討が話し合いにより行われている。 
・様々なリスクを家族に説明し急変時の

対応方針や看取りの場所を相談し共有し
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

ている。 
・病状に合わせた予後予測をし、利用者

等との相談を随時行い、ミーティングで

情報共有をしている。 
・認知症の利用者で摂食障害を起こし入

退院を繰り返した場合、リスクを説明し

たうえで予後予測の対応方針について検

討している。 
・在宅生活が本人の状況により継続する

ことが難しくなると想定される場合は随

時話し合いを設け対応策を検討してい

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っ

て、予後および死までの経過

を丁寧に説明し、説明した内

容や利用者等の意向等を記

録として残している 
 

15 3 0 0  

とても難しい課題だと思い

ますがこれからの時代は「終

活」といった言葉があるよう

にご本人・家族にとっても大

切なことなのでしっかりと

した話し合いが望ましいと

思います。 
 
 

 

 

看護職からの説明だけでは不十分

な時には主治医に説明して頂き、そ

の内容を記録している。 
［具体的な状況・取組内容］ 

・利用者や利用者家族には看護職から丁

寧に説明が行われ記録は日々の様子等を

個別ファイルに記入をしている。 
・段階に応じて説明を行い、その都度記

録を残している。 
・終末期ケアにおいて利用者家族等と予

後についての話し合いを行い説明し記録

を残している。 
・状況に応じた経過説明が行われ、幾度

にもわたり話し合いがされその都度記録
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

を残している。 
・看護師から説明が行われ家族の意向を

確認している。内容は記録を残している。 
 

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

共有等により、病院・施設等

からの、利用者の円滑な在宅

生活への移行を支援してい

る 

16 2 0 0  
退院の時からお世話になって

います。病院や訪問診療医と

のやり取りも率先してやって

くれているので何も言うこと

はないくらいです。 
 
 
 
 

退院前のカンファレンスへの参加

は不可欠で余程の理由がない限り

参加している。 
多職種の関わりを持つことで円滑

な在宅生活の移行が可能となって

おり、また支援の幅も増えてくる。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・退院前には利用者の ADL に合わせるた

め福祉用具事業者と自宅訪問を行い在宅

にスムーズに移行できるよう環境を整え

ている。 
・ケアマネと看護師が退院前カンファレ

ンスに参加し情報提供を受けケアの方針

を検討している。退院後も必要に応じて

病院の相談室と情報を共有し連携を取っ

ている。 
・退院前カンファレンスへの参加と退院

後の主治医との連携によりスムーズな在

宅生活への移行を支援している。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

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、主治医

等と相談・共有することがで

きている 

12 6 0 0  
 
 
 
 

緊急時の対応方針等はアセスメン

トの時点から話し合い、連絡先や対

応方法を明確にするようにしてい

る。 
緊急時に対応できる体制は整って

いるが発生前においては対応方針

が定まっていない利用者もいる（家

族等が複数いる場合に方向性が定

まらない事例もある）。 

［具体的な状況・取組内容］ 

 

看護職やケアマネが主治医と緊急時の方

針等を共有している。 
・全ての利用者の連絡先リストを作成し

緊急時の対応について主治医と家族に相

談の上決定し記録されている。 
・急変時における対応を利用開始前から

利用者等と話すことにより主治医との連

絡体制が取れており共有することができ

る。 
・利用者、利用者家族の変化による対応

方針を主治医へ相談・連絡を行っている。 
・状態変化があったときには主治医に報

告し急変時の対応等を相談・確認してい

る。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

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

て、すべての利用者につい

て、急変時に即座に対応が可

能な体制が構築されている 
 
 

16 2 0 0  
 
 
 
 

医療機関に連絡が付かない時は事

業所に連絡を頂き、迅速な対応を取

ることにより利用者、家族の不安を

軽減する事ができている。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・休日夜間を含め、24 時間連絡が取れる

体制になっている。 
・地域医療機関との連携が図れている。 
・緊急時の対応を予め家族等と話すこと

により迅速に対応できる体制を整えてい

る。 
・24 時間急変時等の対応について把握し

共有をしている。 

（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、利

用者のために必要と考えら

れる包括的なサポートにつ

いて、民生委員・地域包括支

援センター・市区町村職員等

への情報提供や提案が行わ

れている 

16 2 0 0 釜利谷にはたくさんの資源が

あるので、地域の方々を巻き

込んで行くと良いのではない

でしょうか。 
 
 
 
 
 
 
 

地域ケアプラザの職員、民生委員な

どの方々に出席して頂き、情報提供

をしている。 
地域の協力体制の構築が不可欠で

お互いが地域の中で何ができるの

かの共通認識を持てるとサービス

の向上に繋がっていく。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・二か月に一回運営推進会議を行ってい

て包括や民生委員やご家族等にも参加し

ていただき情報提供している。 
・ボランティアと利用者の交流の場を提

供している。 
・相互において情報提供、提案を行って

いる。 
・運営推進会議において出席された方々

への情報提供が行われている。 



26 

番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

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

て、誰でも見ることができる

ような方法での情報発信が、

迅速に行われている 
 
 

15 3 0 0  
 
 
 
 
 
 

会議後には速やかに議事録が作成

され閲覧できるようにしてある。 ［具体的な状況・取組内容］ 

・議事録を取り誰でも閲覧できるように

ファイルしている。 
・議事録は職員が確認できるように保管

されており、会議翌日にはミーティング

で情報共有している。 

33 ¡ サービスの概要や地域にお

いて果たす役割等について、

正しい理解を広めるため、地

域住民向けの積極的な啓発

活動が行われている 

8 9 1 0 ケアプラザや町内会でのサ

ービスの概要を説明する機

会が設けられるのであれば

是非ともお願いしたい旨を

お伝えする。パンフレットや

インターネットではわかり

づらい事が多い。 
 
 
 

地域行事には極力参加をし、サービ

スの周知を図るようにしている。 
専門職であっても看護小規模多機

能型居宅介護のサービスの概要の

理解が浅いので今後も啓発活動を

活発にしていかなければならない。 
認知症という言葉は浸透しつつあ

るが地域との実際の関わりは少な

い。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・地域での催しや他事業所の運営推進会

議や研修等の参加により啓発活動を行っ

ている。 
・できる限り地域の催し事に参加し積極

的な活動を志している。 
・事業所として町内防災訓練に参加（釜

利谷南小学校） 
・ＲＵＮ伴実行委員会主催のイベントに

参加し事業所の概要を発信。 
 
 
 



27 

番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

（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

護事業所の登録者以外を対

象とした訪問看護を積極的

に実施している 

0 1 1 16  事業所規程の看護師の確保はでき

ていても、外部の訪問を積極的に受

け入れる余力が現時点では困難な

状況にある。地域での役割を果たす

上でも体制を強化していくよう努

める。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・現在登録者以外の利用はない。 
・受け入れの体制は整っているが現時点

での積極的な動きは取っていない。 

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

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 

18 0 0 0 実際、必要な方は多いのです

か？ 
返答：多くはありませんが数

名の方が常時吸引を必要と

している方がご利用されて

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登録特定事業者としての登録を今

年の 6 月に受け、受け入れ態勢を強

化している。 
職員も資格取得をすることで、安心

し、また自信をもって業務に従事し

ている。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・喀痰吸引の研修を修了している職員が

おり積極的に受け入れている。 
・喀痰吸引を必要とする要介護者を受け

入れる体制が整っており利用して頂いて

いる。また事業所登録も行っている。 
・計画的な喀痰吸引研修の参加により

年々資格取得者が増えている。 
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

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 
 
 
 

4 6 2 6 人工呼吸器を装着して在宅生

活を送られる方が少なくなってき

ているのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

受け入れ実績が今のところ生じて

いないが、別事業所での受け入れ事

例の情報提供・情報共有をすること

で受け入れ体制を整えている。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・受け入れ体制は整っているが現在は利用ケ

ースがない。 

・人工呼吸器を必要とする要介護者を受け入

れる体制は常に整っている。 

・受け入れ体制は整っており職員の受け入れ

の意識もあるが現時点で依頼が発生していな

い。依頼があれば積極的な受け入れが可能。 

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 
 
 

13 5 0 0 様々な施設での看取りが行われ

ていますが、実際在宅で看取り

を行うとなるとご家族の負担が大

きいので看護小規模多機能の

役割がこれからも重要になってく

ると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

主治医・看護職・介護職と連携が取

れる体制にあり積極的に受け入れ

ている。 
看護小規模多機能としての役割を

職員全員が意識している。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・受け入れの体制が整っており実際に受け入

れを積極的に行っている。 

・医療機関との連携や意思決定のサポートに

努めている。 

・看取りの実績があり、事業所としての役割を

職員全体が理解している。 

・利用者、利用者家族が安心して最期を迎え

られるよう職員が心のこもったサービス提供に努

めている。 

（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  
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

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げ

ている、地域包括ケアシステ

ムの構築方針や計画の内容

等について理解している 

4 14 0 0 まだまだ浸透しきれない言

葉なので、地域としても啓発

活動を続けていかなければ

と感じています。 

 
 
 
 
 

管理者・ケアマネは把握に努めてい

るが、全職員への周知はできていな

い。 
社内研修や管理者の外部研修での

情報を落とし込むようにしている。 
 

［具体的な状況・取組内容］ 

・看護小規模多機能が地域包括ケアシス

テムの中で果たすべき役割を理解してい

る。 
・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮

らせるよう支援している。 
・内容が多角的で理解には時間を要する

が社内研修や外部研修、地域の行事に参

加する事により理解する努力をしてい

る。事業所としての役割は明確なものと

なっている。 

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 

15 3 0 0 色々なところでこちらの送

迎の車を見るので、金沢区内

をカバーできていると感じ

ています。 

 
 
 
 
 
 

金沢区内全域をカバーできており

依頼があった時には迅速に対応が

できる体制を考え、サービス提供に

繋げている。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・地域限定はなく多方面からの受け入れ

をしている。 
・特定の集合住宅に限定せずに地域全体

を対象としている。 
・色々な地域の方からの問い合わせに対

応し特定の集合住宅に限定せず地域密着

の役割を果たしている。 
・提供エリアを限定する事無く地域全体
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番
号 

評価項目 

事業所自己評価 
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 
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 

を対象とし支える核としての自覚を持ち

積極的にサービスの提供を行っている。 

 

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

の関係者に対し、必要に応じ

て課題提起や改善策の提案

等が行われている 

12 6 0 0 お互いに意見交換の場を設

けられるといいと思います。 

町内会としてはいつでも協

力できる体制は整えていま

す。 
 
 
 

課題提起にまでは及ばないが多職

種の連携の難しさや効率化を話し

合う場がある。 
［具体的な状況・取組内容］ 

・運営推進会議でも地域関係者と災害時

の問題点や課題点を話し合う事により情

報共有がされている。 
・必要に応じてボランティアの方や他業

種の方と連携をとり意見交換の場を持つ

ことが出来ている。 

41 ¡ 家族等や近隣住民などに対

し、その介護力の引き出しや

向上のための具体的な取組

等が行われている 

12 6 0 0 指導してもらっていますが自分は

ほとんど覚えられず迷惑をかけて

いますが、やれることは頑張って

いきたいと思っています。 

 

 

 

近隣住民に対しては防災訓練を通

じて関わり災害時の援助について

話し合いが行われている。 
 
排泄や排泄自立への支援の取り組

みを継続している。 
 
独居生活の利用者が安全に過ごす

ための環境を整えている。 

［具体的な状況・取組内容］ 

・近隣住民に声を掛け、異変があった時には

事業所に連絡を頂くようにしている。 

家族等への介護指導を適宜行っている。 

・介護者へ福祉用具の使用方法等をアドバイ

スする事により介護力の向上に努めている。 

・家族に在宅で生活していくための介護の知

識（服薬や排泄）を伝え、介護力を引き出す

取り組みをしている。 
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番

号 
評価項目 事業所自己評価 

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 

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

者ごとの計画目標が達成さ

れている 

１．ほぼ全ての利用者について、達成され

ている（7 名） 
２．利用者の２/３くらいについて、達成さ

れている（８名） 
３．利用者の１/３くらいについて、達成さ

れている（３名） 
４．利用者の１/３には満たない（0 名） 

 
 
 
 
 

看護計画、介護計画の状態変化に応じ

た見直し、評価が十分でない利用者も

いるので今後の課題点にしたい。 
 
日頃より利用者、家族との円滑なコミ

ュニケーションを図り情報共有を行

う事で目標達成に繋げている。 
 
 
 

［具体的な状況・取組内容］ 

・看護計画、介護計画が作成されている。 
・病状、心身機能によっては不十分なと

ころもあるが概ね目標達成を果たしてい

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

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 
 

 

１．ほぼ全ての利用者について、達成され

ている（１７名） 
２．利用者の２/３くらいについて、達成さ

れている（１名） 
３．利用者の１/３くらいについて、達成さ

れている（０名） 
４．利用者の１/３には満たない（０名） 

 

 

 

 

 

利用者、家族、主治医との連携が取れ

ており情報の共有も出来ている。在宅

生活を安心して継続していけるよう

支援を行っている。 
 
 
 
 

［具体的な状況・取組内容］ 

・２４時間連絡可能な体制があり必要があれ

ばすぐに訪問をしている。ほぼ全ての利用者が

在宅での療養生活を継続出来ており安心感

を得ている。 
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番

号 
評価項目 事業所自己評価 

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 

・医療ニーズの高い利用者等への指導助言は

さることながら、いつでも相談できる環境づくりに

努め、安心感を得て頂いている。 

・在宅での医療について適切なアドバイスをす

る事や緊急時に即時連絡できる体制により安

心感を得られている。 

44 ¡ サービスの導入により、在宅

での看取りを希望する利用

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 

１．ほぼ全ての利用者について、達成され

ている（１７名） 
２．利用者の２/３くらいについて、達成さ

れている（１名） 
３．利用者の１/３くらいについて、達成さ

れている（０名） 
４．利用者の１/３には満たない（０名） 
５．看取りの希望者はいない（０名） 

元々、看取りを視野に入れ

た状態での相談だったので

覚悟は出来ていましたが、

ここまで回復するとは思い

ませんでした。看取りにつ

いては十分な話し合いがで

きていると感じています。 
 
 
 
 

サービスの導入により状況変化に応

じた主治医との連絡や必要時に迅速

に連絡が取れる体制を構築している。 
 
看取りの選択肢が「自宅」だけではな

く「ふくふく」でもできるという安心

感から在宅生活を続けていられると

ご家族からのご意見もある。 
［具体的な状況・取組内容］ 

・看取りを希望する家族に対しては必要

時家族との話し合いを行い看取りに向け

ての説明を行っていることで安心感が得

られている。 
・家族間と状況変化等情報交換を密に取

り連絡も取れるようになっている。 
・不安なことを一つ一つ丁寧に説明しそ

の不安を取り除く事により在宅での看取

りを理解して頂き、安心感が得られるよ

うにしている。 
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