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サービスの特徴を踏まえた理念の明
確化

1 当該サービスの特徴である「利用者等の
在宅生活の継続」と「心身の機能の維持
回復」を実現するため、事業所独自の理
念を掲げている

〇

事業所理念を事業所内
に掲示し、「住み慣れた
自宅で最期まで。」を理
念に掲げ、支援を行って
いる。

・事業所の運営方針を
観察していると提示して
いる理念に基づいた
サービスの提供を確認
する事ができる。
・在宅生活を支えるた
めに支援をしてくれてお
り利用者からの支持を
うけている。

2 管理者と職員は、当該サービスの特徴お
よび事業所の理念について、その内容を
十分に認識している

〇

利用者様の尊厳を保持
し、利用者様ごとの応じ
たケア回数を心掛け、心
身の機能を維持・回復を
目標に掲げ、24時間365

日在宅でのサービス提
供を行っている。

理解していると思う。事
業理念の沿ったケアを
心がけているように感
じる。

3 運営者は、専門技術（アセスメント、随時
対応時のオペレーターの判断能力など）
の向上のため、職員を育成するための具
体的な仕組みの構築や、法人内外の研
修を受ける機会等を確保している

〇

職員の技能・知識向上の
研修会を月1回開催して
いる。介護看護の相互の
専門性や役割を理解で
きるように運営できてい
た。しかし、新型コロナウ
イルス感染拡大を受け、
外部研修が中止になるこ
ともあった。

新型コロナウイルス感
染拡大防止のため集合
研修が中止になる中で
工夫して研修を開催し
ていることも含め定期
的な研修会を行ってい
ることについて評価でき
る。

4 管理者は、サービス提供時の職員の配
置等を検討する際、職員の能力が最大
限に発揮され、能力開発が促されるよう
配慮している

〇

定期巡回の経験が少な
い職員や不安時等に同
行訪問の機会を設けて
いる。職員個々の能力を
踏まえケア担当の役割を
持ち利用者の生活を支
えられるよう配慮してい
る。

・定期巡回に配属され
た新しい職員に対して
同行や情報を共有する
ことで不安の軽減を図
るようにしていることは
評価できる。
・職員のケアの標準化
を今まで以上に図って
ほしい。

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・看護職の間で、利用者等の特
性・状況に係る相互の理解・認識の共有
のための機会が、十分に確保されている

〇

月1回、会議を開催し、欠
席者に対しても情報共有
できるよう書面にし、回
覧している。日々の状態
変化等に対し、共有ツー
ルを活用し、途切れない
サービス提供を行ってい
る。

月1回のアセスメント時
や利用者状態の変化
がある時に情報システ
ムや電話などで相互に
情報交換が出来ている
と感じる。

組織マネジメントの取り組み 6 利用者等の特性に応じた柔軟なサービ
スを提供するため、最適且つ柔軟な人材
配置（業務・シフトの工夫）を行っている

〇

ケア訪問回数が多いとき
は職員を手厚く配置した
り、朝や夕方などのコア
になる時間帯に人員を多
く配置している。体調不
良や通所休業日に関し
ては訪問回数を増やし、
柔軟に調整している。

利用者状態やサービス
変更依頼時に柔軟に変
更をしてくれ対応が出
来ていると感じる。

介護・医療連携推進会議で得られた
意見等の適切な反映

7 介護・医療連携推進会議を適時適切に
開催すると共に、得られた要望、助言等
（サービスの過少供給に対する指摘、改
善策の提案等）を、サービスの提供等に
適切に反映させている

〇

介護・医療連携推進会議
開催時で得た要望等を
事業所内で共有し、改善
に努めている。

年2回の連携会議にお
いて、現状や課題を工
夫し改善に向けて対応
出来ていると感じる。

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 利用者等の状況について、（個人情報管
理に配慮した上で）必要に応じて関係者
間で迅速に共有できるよう工夫されてい
る

〇

共有ツールシステムを活
用し、スタッフ間で情報共
有の実施ができている。
また連携事業所やご家
族にもアプリをダウン
ロードしていただきリアル
タイムな情報を共有して
いる。メモや電話などア
ナログな方法も併用し工
夫し急な変化にも対応し
ている。

・システムを活用しその
日にあった内容をリア
ルタイムに事業所に居
ながら知ることが出来
る。また、写真などを
アップしてくれるので現
状もすぐに把握できる。
・県外の家族にも自宅
での様子が伝えること
が出来ることがご家族
様より評価頂いてい
る。

外部評価コメント

（１） 理念の明確化
Ⅰ　構造評価 （Structure）　［適切な事業運営］

（２） 適切な人材の育成

（３） 適切な組織体制の構築

定期巡回・随時対応サービス　自己評価・外部評価　評価表　( R02年度・あかね在宅ケアステーション）

専門技術の向上のための取り組み

実施状況

自己評価

タイトル
項目
番号

項目
コメント

（４） 適切な情報提供・共有のための基盤整備



職員の安全管理 9 サービス提供に係る職員の安全確保や
災害時の緊急体制の構築等のため、事
業所においてその具体的な対策が講じら
れている（交通安全、夜間訪問時の防犯
対策、災害時対応等）

〇

事業所内に緊急連絡
網、避難経路等を掲示し
緊急時の連絡体制を整
備し、随時更新をしてい
る。また災害時にも連絡
を取れる体制を整備して
いる。地域の自治会や二
番丁地区と協力し対応で
きるように地域の活動に
参加している。

・緊急連絡網、避難経
路など事業所の目のつ
く場所に掲示されてい
る。
・事業所がある建物を
地域住民の津波時の
上層階への非難場所と
して提供していることを
認識している。

利用者等に係る安全管理 10 事業所において、利用者等に係る個人
情報の適切な取り扱いと保護についての
具体的な工夫が講じられているとともに、
管理者や職員において共有されている

〇

個人情報、記録はすべて
暗証番号による閲覧の
システムで管理し、書類
に関しては個人ファイル
にて保管をしている。取
り扱いにも十分に配慮し
研修会にて確認をしてい
る。

・個々の情報について
ツールについては暗証
番号があり管理出来て
いるので評価できる。
・個人情報の取り扱い
については研修を通じ
て周知徹底を行ってい
ると思う。

11 利用者等の一日の生活リズムに着目し
た、アセスメントが提案されている

〇

生活リズムを個々に把握
する必要があるため、家
族・スタッフから聞き取り
を行い、アセスメント収集
を行っている。生活状況
を具体的に把握すること
により、訪問時間を工夫
し必要なサービスを提供
している。

利用者のサービス状況
から、利用者の生活リ
ズムにあったケアを実
施しているように見受
けられる。

12 介護・看護の両面からのアセスメントが
適切に実施され、両者の共有、つき合わ
せ等が行われている

〇

介護・看護両面からのア
セスメントを実施し、定期
と必要時に都度、システ
ムや電話等で情報共有
することで、サービス提
供の継続性を行ってい
る。

月1回のアセスメント結
果を反映しケア内容や
計画の見直しが出来て
いる。

13 利用者の心身機能の維持回復に軸足を
置いた計画の作成が志向されている

〇

在宅生活を続けていくた
め自立支援の妨げにな
らないようにケアマネー
ジャーの計画をもとに、
ご本人様の状態・生活状
況・希望を把握した上で
計画作成を行っている。

利用者の体調の変化
やケアプラン変更時に
も柔軟かつ迅速に対応
出来ているように見受
けられる。

14 重度化しても医療依存度を高め過ぎない
よう、利用者の今後の変化を予測し、先
を見越した適切なリスク管理を実現する
ための、「未来志向型」の計画の作成が
志向されている

〇

終末期を自宅で迎える利
用者ニーズに答えるため
出来る限り介護サービス
にて対応を行っている
が、病状が進行するにつ
れ、徐々に身体機能低
下がみられ、できなくなる
ことが増えてくるため、そ
の時の状態に合わせ多
職種で話し合い、連携を
して今後起こりうることに
関して、計画に盛り込
み、リスク管理を行って
いる。

・病院から退院して自
宅での看取りを希望し
ている利用者に対して
連携先の訪問看護事
業所と連携をとりながら
対応できていることに
評価できる。
・介護スタッフの医療的
知識を平均化できるよ
うにもう工夫できれば良
い。

計画上のサービス提供日時に限定さ
れない、必要に応じた柔軟な定期巡
回サービスの提供

15 計画上のサービス提供日時以外であっ
ても、利用者等の状況に変化が生じた場
合は、必要に応じて新たに定期巡回・随
時対応サービスの提供日時を設定する
など、柔軟な運営に努めている

〇

通報装置や電話等で緊
急コールがあった際には
早急に対応できるよう対
応を行っている。また心
身・精神面の不良を訴え
により、デイサービスを
休んだ場合、体調不良で
代用サービスとして、清
拭を行うなど、その時に
応じた柔軟なサービスを
提供している。

利用者の状態変化や
緊急通報にも迅速に対
応し必要時は随時訪問
にて対応してくれてい
る。

継続したモニタリングを通じた利用者
等の状況変化の早期把握と、計画へ
の適宜反映

16 サービス提供を通じた、継続的なモニタリ
ングによる、利用者等の状況変化の早期
把握と、計画への適宜反映が行われて
いる

〇

疾病や年齢を重ねていく
ことで排便コントロール
の必要な方や服薬忘れ
することがある方など
様々なケースに対して、
継続的なモニタリングを
行っている。利用者様ご
とに状況把握し、多職種
間で情報交換・意見交換
し、適切なサービス提供
できるよう計画を立てて
いる。

モニタリング時や日々
のケアの中で利用者の
状態や変化で気になる
ことがあれば連絡が来
ることから確認できてい
る。

（５） 安全管理の徹底

（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．利用者等の特性・変化に応じた専門的なサービス提供
Ⅱ　過程評価 （Process）

利用者等の24時間の暮らし全体に着
目した、介護・看護両面からのアセス
メントの実施

利用者の心身の機能の維持回復や
在宅生活の継続に軸足を置いた「未
来志向型」の計画の作成

（２） 利用者等の状況変化への柔軟な対応と計画の見直し



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

17 より効率的・効果的なサービス提供を実
現するため、介護職、看護職のそれぞれ
の専門性を活かした役割分担が行われ
ている

〇

介護保険の中で利用さ
れている利用者様のな
かで薬をきちんと服用す
ることができていない
ケースが非常に多く、主
治医に相談し、服薬時間
の変更を行うこととで家
族様の協力を得る場合
や訪問看護との情報交
換を行う中で多職種の専
門性をしっかりと生かせ
ている。また、看取りケア
時についても訪問時に状
態の情報共有を迅速に
おこなうことで効率的か
つ効果的なサービス提
供を行えている。

・日々のケアの中で利
用者の状態や変化で気
になることがあれば報
告があり医療的な助言
や指示を行うことが出
来ていると感じる。
・緊急時に主治医への
連絡についても連携出
来ていることは評価で
きる。

看護職によるサービス提供に関する
指導、助言

18 看護職から介護職に対し、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、指導、助言が行われて
いる

〇

連携先の訪問看護事業
所より看護師からの観点
より訪問時やアセスメント
にて気づいた点や工夫
すべき点を伝えていただ
き利用者様ごとのケアに
活かしている。医療度の
高い利用者様に関しても
その病気の予後等を看
護職員と連携を図り指導
等を行ってもらっている。

緊急時は訪問したヘル
パーより連絡をくれる体
制になっている。また、
緊急時以外は管理者
からの報告により質問
や提案をいただいた際
に助言等をしている。

利用者等に対する当該サービスの趣
旨及び特徴等についての十分な情報
提供

19 サービスの開始前に、利用者等に本
サービスが「利用者等の在宅生活の継
続」と「心身の機能の維持回復」を実現す
るためのサービスであり、訪問サービス
は、その趣旨に沿って行われるアセスメ
ントに基づき提供されることについて、十
分な情報提供・説明が行われている

〇

在宅で生活を続けたいと
いったニーズにこたえる
ことができるよう、導入前
に自立支援が重要であ
ることや定期巡回サービ
スの特徴など内容を説明
を行っている。インフォー
マルなサービスを併用す
る方法も提案し、在宅生
活の限界点を少しでも引
き延ばすことに努めてい
る。また、連携事業所や
家族様にも協力を仰いで
いる。

サービス提供開始前に
訪問し定期巡回サービ
スのメリットや金額など
を説明し納得してから
利用を開始していること
を訪問同行時に確認出
来る。

20 作成した計画の目標及びその内容につ
いて、利用者等に十分な説明を行うな
ど、共通の認識を得るための努力がされ
ている 〇

計画立案を行い、ご利用
者・ご家族様に説明を行
い、要望に近い在宅生活
を送れるようまた、在宅
生活を送るうえで何が必
要であるが共通認識をも
てるよう努めている。

担当者会議時に同席し
た際、計画書の説明時
に丁寧に本人や家族様
が理解しやすいように
説明をしていたことから
確認できる。

21 利用者の状況の変化や、それに伴う
サービス提供の変化等について、家族等
への適時・適切な報告・相談等が行われ
ている 〇

状態変化があった場合、
事業所内で周知と合わ
せ、ご家族・ケアマネにも
都度状態報告を行い、柔
軟にサービス提供してい
る。情報を密に連絡して
いる。

利用者の状態変化が
ある時に相互に連絡が
出来ており状態の把握
が出来る。また、細かな
情報も頂けることから
確認できる。

22 ケアマネジャーとの間で、利用者への
サービス提供状況、心身の機能の変化、
周辺環境の変化等に係る情報が共有さ
れ、サービスの提供日時等が共同で決
められている 〇

利用者の状況変化に対
し、システムを使用しリア
ルタイムで報告をおこ
なっている。また必要が
あれば、その都度、相談
し、サービス提供に繋げ
ている。デイサービス等
を休んだ場合は随時訪
問にて対応をしている。

その日の体調や状況に
応じたサービスを提供
していることがケアより
確認できる。

23 計画の目標達成のために、必要に応じ
て、ケアプランへの積極的な提案（地域
内のフォーマル・インフォーマルサービス
の活用等を含む）が行われている

〇

地域内のフォーマル・イ
ンフォーマルサービスを
活用し、ケアプランにも
積極的に立案するよう促
している。個々の個性・
尊厳を大切にし、必要な
サービスを提案・導入し
ている。地域住民との協
力体制を整備する必要
はある。

在宅生活を継続するた
めにインフォーマル
サービスを利用するこ
とが重要なことを提案し
てもらえたことがある。

定期的なアセスメント結果や目標の達
成状況等に関する、多職種への積極
的な情報提供

24 サービス担当者会議等の場を通じて、利
用者等の状況や計画目標の達成状況に
ついて、多職種への情報提供が行われ
ている 〇

担当者会議に出席し、状
況報告とあわせ定期巡
回サービスの視点より提
案を行っている。多職種
との意見交換を行い、ケ
アに活かせている。

やむを得ない理由以外
に関しては、担当者会
議に積極的に参加して
もらえている。その際情
報の共有を図れている
ことが確認出来る。

利用者等の状況の変化についての、
ケアマネジャーとの適切な情報共有
及びケアプランへの積極的な提案

利用者等との目標及び計画の共有
と、適時適切な情報の提供

（４） 利用者等との情報及び意識の共有

（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） 共同ケアマネジメントの実践
２．多職種連携に基づいた包括的・継続的マネジメント



25 利用者の在宅生活の継続に必要となる、
包括的なサポート（保険外サービス、イン
フォーマルケア等の活用を含む）につい
て、必要に応じて多職種による検討が行
われている（※任意評価項目） 〇

定期巡回サービスの介
護保険内だけでのサー
ビス提供では不十分な
部分があるため、ケアマ
ネに報告し、情報提供を
行い、内容を含め検討を
し、協力を得ることができ
ている。

地域資源を活かしたケ
アサービスの提案をし
ていただき、実際に内
容を変更したケースか
ら確認できる。

26 病院・施設への入院・入所、及び病院・施
設からの退院・退所の際などに、切れ目
のない介護・看護サービスを提供するた
めに、必要に応じて多職種による検討や
情報の共有が行われている（※任意評
価項目） 〇

退院が決まった際に病
院へ訪問し、担当看護師
より情報提供(看護サマ
リーの提供依頼)をしても
らい状況確認・現在のケ
アの様子を確認してい
る。カンファレンスにて多
職種で話し合う場をもち、
意見交換を積極的に
行っている。

退院時等に病院の地
域医療連携室やケアマ
ネジャーを通じて情報
提供や確認を行い、カ
ンファレンスに参加出
来ていることから確認
出来る。

多職種による効果的な役割分担及び
連携に係る検討と、必要に応じた関係
者等への積極的な提案

27 地域における利用者の在宅生活の継続
に必要となる、包括的なサポート体制を
構築するため、多職種による効果的な役
割分担や連携方策等について検討し、共
有がされている（※任意評価項目） 〇

退院前カンファレンスや
担当者会議を開催し、多
職種による包括的なサ
ポートが行えるよう、情
報共有を図れている。主
治医や訪問看護事業所
とも連携し、専門性の高
いサービス提供が行えて
いる。

退院前カンファレンスや
担当者会議開催時にご
利用者様の状態を把握
し、適切で必要なケア
提供のアセスメントに活
用できていると思う。

28 介護・医療連携推進会議の記録につい
て、誰でも見ることのできるような方法で
の情報発信が、迅速に行われている

〇

介護・医療連携推進会議
の議事録を作成し、ホー
ムページに掲載してい
る。また事業所内にも保
管し、会議等で改善点の
情報共有を行い改善を
は図っている。

ホームページ上で公開
しているのでいつでも
閲覧できる。

29 当該サービスの概要や効果等について
の、地域における正しい理解を広めるた
め、積極的な広報周知が行われている

〇

新型コロナウイルス感染
ン拡大を受け中止もあっ
たが地域ごとの会議(地
域福祉ネットワーク会議)
等に積極的に参加し、当
サービスについて周知を
行った。また、チラシを作
製し地域の方へ配布す
ることでサービスの広報
周知を行った。

地域や事業所にわかり
やすいチラシを作製し
ていることから確認でき
る。

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

30 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十分に理解して
いる

〇

介護保険事業計画を理
解したうえで、事業運営
を行っている。介護職員
全職員が理解できている
ことはないので、会議等
で周知を図る必要があ
る。また今後、事業展開
として、行政と相談し訪
問介護事業所への委
託、サテライト等幅広く事
業を行い地域展開をして
いければと思う。

理解できていない事業
所も多いと思うのでわ
かりやすいツールがあ
れば良いと感じる。

サービス提供における、地域への展
開

31 サービスの提供エリアについて、特定の
建物等に限定せず、地域へ広く展開して
いくことが志向されている

〇

地域提供のみで事業運
営している。高松市全域
をカバーできることが今
後の目標としているが、
随時訪問による時間が
30分程度でとしているた
め、30分以内を目安に
サービス提供を行ってい
る。

定期巡回サービスの良
さが浸透しつつあると
感じる。貴事業所の車
やバイクが訪問のため
移動しているのを業務
中や休日に見かけるこ
とがある。

安心して暮らせるまちづくりに向けた、
積極的な課題提起、改善策の提案等

32 当該サービスの提供等を通じて得た情報
や知見、多様な関係者とのネットワーク
等を活用し、介護・看護の観点から、まち
づくりに係る問題認識を広い関係者間で
共有し、必要に応じて具体的な課題提
起、改善策の提案等（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）
が行われている（※任意評価項目）

〇

前年度まで地域主催の
会議に参加する等、サー
ビス関係者以外の地域
の声を聞けるよう努力し
ていたが新型コロナウイ
ルス拡大防止のため会
議が中止になることが多
くあまり参加できなかっ
た。こういう中においても
地域の関係者と情報を
共有できる場を設ける必
要がある。

今後も地域密着事業と
して様々な会議に出来
るだけ参加してもらいた
いと感じる。

利用者の在宅生活の継続に必要とな
る、利用者等に対する包括的なサ
ポートついての、多職種による検討

介護・医療連携推進会議の記録や、
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

（２） 多職種連携を通じた包括的・継続的マネジメントへの貢献

（２） 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
３．誰でも安心して暮らせるまちづくりへの参画



サービス導入後の利用者の変化 33 サービスの導入により、利用者ごとの計
画目標の達成が図られている

〇

自宅で過ごしたいという
利用者様の想いを叶え
るため定期巡回サービス
で複数回の定期訪問と
必要時に随時対応、訪
問を行うことで過剰でなく
必要で適格な介護サー
ビスを提供できている。
状態に合わせた必要な
サービス提供と医療との
連携を行うことで軽度か
ら重度の利用者に対して
目標達成に向けてのケ
アが実施できている。連
携先の訪問看護事業所
からの月1回のアセスメ
ントをもとに介護サービ
スの質の向上を行い、医
療サービスが必要になっ
た利用者に訪問看護
サービスの提供につなげ
ることができた。

・施設での生活しか選
択肢がなかった利用者
が定期巡回を利用する
ことで自宅で生活が継
続できている。本人もあ
りがたいと感謝されて
いる。
・自宅で最期を迎えた
い希望を叶えてくれた
サービスでした。

在宅生活の継続に対する安心感 34 サービスの導入により、利用者等におい
て、在宅生活の継続に対する安心感が
得られている

〇

在宅生活希望された利
用者に対して、在宅生活
の限界点を1日でも長く
伸ばせられるよう支援し
た。必要なときに訪問し、
緊急対応が必要な時は
365日24時間対応するこ
とで安心感を持ってもら
えている。また自立支援
をベースとして自分で出
来ることは継続し出来な
いことを少しでも出来るよ
うに支援している。

・利用されたことで在宅
生活を継続できる喜び
を利用者より聞き取る
ことが出来ている。
・緊急通報装置により
連絡をすれば誰かが来
てくれることで自宅での
生活が継続出来ている
ケースがあるので安心
感がある。

Ⅲ　結果評価 （Outcome）


