
別紙１

自己評価・外部評価　評価表 事業所名 ユピテル三田

Ⅰ　構造評価（Structure)　[適切な事業運営]

（１）理念の明確化
①

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

○

サービスの特徴を踏まえ、自立支
援のプラン作成、限られた地域資
源を広げること、柔軟な介護と看
護の連携を理念の中に掲げてい
る。

・ 退院後の介入に力を入れてい
るのを聞いており介護と看護の連
携のもと医療依存度の高い利用者
の支援をお願いできれば思いま
す。
・ほぼできている。

（２） 適切な人材の育成 
① 専門技術の向

上のための取
り組み

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

○

管理者及び職員はその理念につい
て認識し、自立支援を阻害する過
剰なサービスにならないよう認識
している。

・介護保険の自立支援を念頭にお
かれているのは利用者との信頼関
係を構築する上でも難しい課題だ
と思います。

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

○

24時間在宅ケア研究会が全国規模
で開催する年2回の情報交換会及び
研修会、兵庫県内の事業者間で行
われる研修会、兵庫県看護協会で
の普及セミナー等の研修及び事例
報告会への参加また、講演も行っ
ている。また、認知症ケアでは全
国大会等に数多くのスタッフが参
加し質の向上に努めている。

 ・熱心に取り組まれていると思
います。
・できている。

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

○

24時間定期巡回しており、職員が
様々な時間帯での在宅支援を経験
することで、点から線の介護へと
つながるようになり、スキルアッ
プへとつながっている。

 ・夜間・休日の対応に苦慮され
ていると思いますが、それを職員
の経験値にと意識されているのは
前向きで良いことだと思いまし
た。

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

○

 介護と看護の一体的なサービスを
行っており、情報の共有がしやす
い環境にある為、
必要なら看護職員も介護職員とし
て訪問を行う等、状況に応じた対
応を行っている。気になることが
あれば、直ぐに検討会が開催でき
るだけでなく毎日の情報交換は活
発に行われている。

（３） 適切な組織体制の構築 
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①

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

○

必要に応じて看護職員、理学療法
士が訪問する等、柔軟に迅速に対
応ができる人員を確保している。
今後、早朝や夕方、深夜にサービ
スが増えることが予想される為、
その時間帯でのスタッフ増員を考
えている。

 ・柔軟・迅速という課題は中々
厳しい状況ではないかと思います
が、それでも人員配置に取り組ま
れているのは努力を非常に感じま
す。

②

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

○

会議を開催して日が浅くサービス
内容につながる具体的な要望は出
ていない。24時間のサービスなの
で、常勤職員が長く続けられるよ
うに無理をせず、夜間帯の安全確
保に努めるよう励ましの言葉を頂
き心に留めサービス提供を行って
いる。

 ・サービスの維持、継続事態が
大変なことではと感じています。
・新しいサービスの形であること
から夜間訪問等、戸建て等の近隣
への理解、協力も必要ではない
か。訪問車の駐車なども近隣との
関係が影響する。サービス導入時
には、ケアマネともサービス担当
者会議や担当の支援センターなど
と連携し民生委員などと共有して
はどうか。

（４） 適切な情報提供・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

○

情報の共有にはＩCＴを活用したシ
ステムを導入し手順書などを随時
更新。その他必要な情報は帳票で
も管理。また専用固定電話、専用
携帯電話
を使用して情報共有に努めてい
る。

・専用携帯電話で巡回している職
員と連絡が取れるようになり情報
交換がスムーズになった。

（５） 安全管理の徹底 

①

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）

○

安全確保や緊急時体制に対するマ
ニュアルがあり、その内容が徹底
できるように努めている。また、
台風や大雨などで訪問困難が予測
できる際には職員の安全対策の
為、前もって協力が得られるよう
にご利用者やご家族に対して連絡
をしている。

・ほぼできている。
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②

利用者等の個
人情報の保護

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

○

個人ケース記録の持ち出しは禁止
しており、保管棚においても、見
える箇所には個人名の記入はして
いない。保管する際には常時鍵を
かけて管理をしている。

 ・大切なことなのでお願いいた
します。

Ⅱ　 過程評価 （Process） 

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 
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

  
○

個々の生活リズムを理解して実情
に則したアセスメントを行ってい
る。今後も細やかに変更していき
たい。

 ・24時間の暮らしを意識すると
いうのは必要な支援を行うことと
また異なり新たな視点が求められ
ると思います。
・今後も細やかな対応をお願いす
ると思います。お願いします。

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

○

 サービスは一体的に提供してお
り、看護師も生活の場面を共有し
やすく、つき合わせ等は迅速に行
われている。

 ・得意とされていると感じま
す。
・薬の服用をきちんとして頂いて
助かっている。

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

  

○

他職種と意見交換をし、利用者の
できる能力を把握して発揮できる
目標を設定。機能維持に努めてい
る。在宅生活が継続できるような
未来志向型計画への理解を周囲に
も求めて行けるようにしたいと考
えている。

 ・維持だけでなく未来志向に目
を向けるのは、様々な視点が必要
であるし、利用者、その家族にも
意識してもらわないといけないの
が難しい点ではないかと思いま
す。

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

○

併設するグループホームで重度化
した高齢者の介護・看護経験のあ
る職員が本サービスを担当してい
る。時々入院し基本は住み慣れた
自宅で生活ができるように、その
可能性を探りながら予測をたて、
リスク管理を行っている。

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
からのアセスメ

ントの実施

② 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
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（２）利用者等の状況変化への柔軟な対応と計画の見直し 
① 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・随
時対応サービス
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

○

食事摂取量の変化、自宅内での怪
我、ベッドからの転落
徘徊への対応（所在確認）を随時
行い、必要に応じて定期的なプラ
ンに変更するようにしている。

・日々変化する利用者の状況に合
わせて柔軟に対応やプランの変更
がされているのですね。

② 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 ○

完全独居、日中独居の利用者にお
いて 冬場の水分摂取不良による認
知症状の悪化、混乱、ふらつき、
便秘、転倒などが起こり負傷予測
される方が複数名おり訪問回数を
増やす電話確認するなどして計画
変え予防に努めている事例もあ
る。

・地域の特性や気候にも配慮が必
要とされる状況をプランに組み込
まれているのですね。

（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

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
性を生かした役割分担が行わ
れている

○

一体型事業所であり、それぞれの
専門性を理解した上で
利用者の生活に係ることができて
いる。

② 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

○

相互の関係性は非常に良好であ
る。変化があれば看護職から介護
職への助言などが行なえており、
先に気づいた介護職員から看護職
員への伝達も速やかに行なえてい
る。

・介護職と看護職の連携はできて
いると思います。（担当してい
る）

（４）利用者等との情報及び意識の共有 
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① 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

○

サービス開始前にサービスの趣旨
に沿い、適切なアセスメントに基
づいて提供を行うことを説明して
いる。しかしながら、心身機能の
維持回復のために、過介護になら
ないよう計画する一方で、改善さ
れても、自分でできることがあっ
ても、少しでも沢山訪問して欲し
いと言う要望が後を絶たず、説明
には相当苦労している。ケアマネ
ジャーにも協力して頂けるように
サービスの特性について情報提供
することに努めて行きたい。

 ・サービスの特性上、何度訪問
されても費用は変わらない点も加
味されており、難しい課題に取り
組まれていると思います。
・自立支援の立場から過剰なサー
ビス、過介護であっても利用者や
家族からは当然のサービスと思わ
れることもあり
ケアマネジャーがとして利用者、
ご家族に説明し納得頂きたいと
思っています。

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

○

計画書の説明は利用者に丁寧に
行っている。認知症などで理解が
難しい場合は日常生活の中で目標
とすることを口頭で伝えその時の
理解だけでも得られるようにも努
めている。

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

○

家族とは密に連絡が取れるように
心がけている。また、
家族の要望や利用者の気持ちに寄
り添えるようなサービス提供がで
きるように相談をしている。

２．多職種連携に基づいた包括的・継続的マネジメント 

（１）共同ケアマネジメントの実践  
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

初回はケアマネジャーから情報を
頂き担当者会議を得てサービス開
始することが多くサービスについ
ては共同で決定している。その後
は、生活を見ながら変更し報告を
行う。

② 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

① 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
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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

○

現状では、定期巡回でどこまで可
能か、それ以上となるとデイサー
ビスで昼間は支援して行く方が良
い等の提案を行っている。今後
は、地域の状況を深く知り、イン
フォーマルサービスを含めた提案
ができるように努めたい。

 ・三田市でも地域包括支援セン
ター、高齢者支援センターと地域
ごとに分かれており
インフォーマルサービスを把握す
ることも大変だと思います。
・地域とのつながりについて
資源だけでなく人も大切だと思い
ます。地域の状況をよく知ってい
る機関と上手くつながることが良
い。地域包括・高齢者支援セン
ター、生活支援コーデイネーター
などあります。

② 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

○

サービス担当者会議では他のサー
ビスでは見えにくい生活状況全般
が正確に伝わるよう努めている。
計画目標の達成状況についての伝
達は今後、情報提供をしっかり行
いたい。

（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 
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）

○

一体型事業所内で看護師や理学療
法士等が在籍しており
日頃から多職種による検討を行っ
ている。

26 病院・施設への入院・入所及
び病院・施設からの
退院・退所の際などには
切れ間のない介護・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）

○

利用者が入院される際にはサマ
リーを準備して情報提供を行う。
また、退院時にはサマリーを頂き
不明な点は電話で問い合わせ、
サービスに切れ間がないように努
めている。

・今後もサマリーやカンファレン
ス等で情報共有し連携を深めてい
ければと思います。
・全てではないですが、在宅か
ら・・・在宅へという場合はケア
マネジャーのケアプランとの整合
性も必要だと思います。

① 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



外部評価コメント
できていない
ことが多い

全くできてい
ない

コメント

実施状況

自己評価

タイトル
番号

タイトル
項目
番号

項目

できている
ほぼできて
いる

② 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）

○

各方面と相談の上、今後に進めて
行きたい。

・宜しくお願いします。

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  
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

○

会議後速やかに議事録を作成し、
事業所の玄関に設置している。い
つでも誰でも閲覧ができるように
なっている。

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

○

タウン誌などを利用して発信を開
始している。今後も継続できるよ
うに努める。

・タウン誌で活動、事業を拝見し
ています。よく広報されていると
思います。

（２） 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

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

○

平成30年9月に立ち上がった兵庫県
定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業者連絡会には設立準備段階
から行政の方の出席のもとで携わ
り、その方針や理解を得る機会が
あり運営にも役立っている。

② 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

○

三田市内ならどこでもサービス提
供を行っている。特定の建物など
に一切の限定をしていない。

 ・三田市の広い地域をカバーさ
れるのは大変なことだと思いま
す。

① 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
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③ 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）

○

併設するグループホームに介護相
談員の訪問があった際にマンショ
ンでの駐車問題がサービスに影響
を与えている等の話をしたことが
ある。事例が増える中で、気づい
たことは速やかに発信し、まちづ
くりに係る問題認識の広い関係者
とも共有していきたいと考えてい
る。

 ・地域の方々とどうコミュニ
ケーションをとっていくかアナウ
ンスしていくか難しい課題だと思
います。

Ⅲ　 結果評価 （Outcome）  

① 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

○

 独居高齢者、要介護５、歩行困難
な方の希望に沿い地域ケア会議を
通して入院せずに在宅生活を継続
しているなど細やかに目標の達成
に努めている。

 ・家族と同居も日中独居。胸髄
症の手術後、転倒せず安全に過ご
せるようサービスを計画。身体状
況に応じた生活支援を受けること
ができている。身体機能が向上し
要介護３から２へ。

② 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

○

独居、日中独居の高齢者は待って
いれば定期巡回が必ず来ると言う
安心感を与えている。また、不安
な方にはサービスとサービスの間
にケアコール端末を使い会話をし
て安心感を得られるように努めて
いる。

 ・独居の時間が長い利用者様で
す。身体状態の不調から精神状態
が不穏になる。ケアコール端末を
頻回に使用。随時必要な対応をし
て頂けたことで困ったら来てくれ
るとの思いが本人にあり安心した
在宅生活が送れている。


