
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

〇

在宅生活が継続できるように自立
支援プランの作成、地域資源の活
用、柔軟な介護と看護の連携を理
念に掲げている。

（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

〇

管理者、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。

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

(財）24時間在宅ケア研究会主催の
全国規模研修、兵庫あんしんネッ
ト24主催の県内研修、兵庫県看護
協会主催の様々な研修に参加。兵
庫県ケアマネ協会、普及セミナー
で事例発表を行う。

県や外部団体と積極的に連携し協
力をしていると感じる。

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

24時間を8時間ごとに分け、同一ス
タッフが訪問することで利用者の
生活全体が把握しやすい。スタッ
フの個々の能力は様々だが、成功
事例をもとに改善もしやすく能力
開発を促すように努めている。

①私の担当利用者もユピテル三田
○○さんが来てくれたと名前を覚
えて楽しみを感じている②成功事
例をスタッフ間で共有して改善に
努めているということですね③担
当が決まっていると利用者さんが
安心されます

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

介護と看護の一体型サービスを
行っている為、情報共有は活発に
行っている。コロナ禍はタブレッ
ト類を駆使しながら連携を図る。

（３） 適切な組織体制の構築 

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

〇

柔軟なサービス提供ができるよう
に常勤介護福祉士、看護師などの
人材確保は早めに行うように努め
ている。早朝、夕方は訪問が重な
るので手厚く配置できるようにし
たい。

スタッフのシフト調整を早めにし
ているのか、補充を指しているの
かと言う質問がありました。補充
を指しています。利用者が急に増
え直ぐにサービスに入れるように
準備しています。

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

〇

この1年は、会議の開催は書面で
行っている。得られたご意見を
サービス提供に適切に反映するよ
うに努めている。

（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

〇

情報共有にはⅠCＴを活用したシス
テムを利用。手順書は随時更新。
専用のコールセンター、巡回、訪
問スタッフ専用の携帯電話を設置
して迅速な対応に努めている。

①ＩＣＴツールの活用なども行い
柔軟に対応している②手順書の質
問がありました。手順書は業務マ
ニュアルではなく利用者の自宅を
訪問し、再現性のある作業（ケ
ア）をする為の説明書です

（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）

〇

安全マニュアルがあり必要時に徹
底できるように努めている。訪問
困難な自然災害が予測されるとき
は事前に家族や近隣の協力を得ら
れるように連絡をする。夜間は警
備会社と契約して防犯ベルを持参
して訪問を行っている。市内の山
間部に訪問に行くことが増え夜間
帯の動物の出現に困っている。

①先を想定して行動されている様
子が感じ取れ良い②夜間訪問をお
願いしたことがあるが女性の場合
は心配であった③近隣の協力が得
られるかどうかは日ごろの関わり
による。もしもの時に備え地域、
包括、高齢者支援Ｃ等と情報共有
協議をしてはどうか

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

〇
個人記録の持ち出しを禁止してい
る。また、保管棚でも個人名が出
ないようにし施錠している。

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 
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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

畑作業する利用者の訪問時間を調
整しそれが継続できるよう配慮、
家人の不在に合わせた時間に訪問
をする、15時夕食18時就寝のリズ
ムの利用者にはそれに合わせてア
セスメントを提案する。

一人一人のニーズに答え、その人
らしく生活出来る支援が素晴らし
いうと思う

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

一体的にサービスを行っているの
で看護師も生活支援を行う。よっ
て、生活の場面を共有しやすい。
突合せは必ず行っている。

①介護と看護を同一事業所で行え
ることは利用者にとっては安心②
血糖値のコントロールが必要な利
用者についてスタッフの連携が
しっかりできていて安心している

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

心身機能の維持回復のために利用
者のできる能力を生かし、また複
数回訪問できることも活かして、
プラン（手順）を切り分け機能維
持回復に向け工夫をしている。機
能回復に向けた計画にはリハビリ
職の視点が役立っている。

具体的事例につて質問がありまし
た。「洗濯をする」行為の中で
も、洗濯機を回す、干す、取り入
れる、たたむ等、細かく作業が分
かれる。その中でどの部部がで
き、どの部分ができないかを検討
し、できることは自分で行うこと
で心身機能の維持回復をしてい
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

併設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
が訪問、先々の予測ができる計画
を作成。入院中も在宅に向けて面
会を行い時々入院ほぼ在宅実現。

利用者やその家族が将来、或いは
今後起こり得るリスクを想定でき
る、若しくは、考える機会がある
方が急に入院になった場合にも考
えていきやすいと思います。

（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

〇

食事摂取量の変化、自宅内での転
倒、ベッドからの転落、排泄の失
敗、体調不良の予測時など必要な
時に訪問。また、家族の残業で帰
宅が遅くなる場合や出張中に夜間
～深夜の訪問も増やす。アセスメ
ントを行い、定期的なプランに変
更することもある。

①必要な時に必要なサービスが受
けられるのは理想だと思います。
それが実現されているのは定巡の
サービスの最大のメリットだと思
います②状況に応じた対応が出来
ています

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 〇

介護看護職員が毎日複数回訪問す
ることで情報共有がしやすく、体
調の変化（血圧変動、血糖値の変
化など含め）の把握がしやすい
為、計画や手順は適宜反映されて
いる。

①複数回訪問のメリットだと思い
ます②情報共有できているので安
心感があります

（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

〇

一体型事業所であり、その専門性
を生かし、役割分担を行い効率的
に動いている。

①サービスの一体性を感じていま
す②一体型の強みが生かされてい
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

〇

相互の関係性は非常に良好であり
適切な指導や助言が行われてい
る。看護師は利用者の心身の状態
を説明した上で介護職に観察ポイ
ントを伝える為、同行訪問を行う
等、細やかに指導を行っている。

①事業所全体が上手く連携しなが
らサービス提供を実施している②
一体型の強みが生かされている

（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

サービス導入時、適切なアセスメ
ントのもと訪問を行うと説明をす
る。在宅生活の継続を目的に、で
きることは自分で行い、過介護に
ならないよう計画する一方、説明
を行っても「訪問を減らさないで
欲しい」「これもあれもやって欲
しい」など利用者や周囲の要望が
変わらない。今後も適切なアセス
メントのもとに訪問を行うことを
説明していきたい。

①その方に必要な支援と希望して
いる支援が異なることが多いので
難しい問題だと思う②自立を促す
ことは難しいことだと思いますが
努力を感じます③24時間随時対応
と言う名前から誤解が生じやす
い。ケアマネとしても導入前にき
ちんと説明していきたいと思う。
④適切なアセスメントに基づいて
サービスを導入することは他の
サービスでも支援者側と認識の違
いがあり困難になることが多い。

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

説明は利用者や家族に行ってい
る。認知症で理解が難しい場合
は、日常生活の中で目標とするこ
とを口頭で繰り返し、協力が得ら
れるように努めている。

①口頭で伝えることが効果的です
ね②認知症の方への説明は難しい
からこそ丁寧な説明と声かけが必
要だと感じる

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

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
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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

特に、退院直後は家族の不安を取
り除くために訪問の度に話をする
機会を設けている。気軽に相談が
できるように訪問スタッフの携帯
番号もお知らせしている。

①連絡をしっかりされてので安心
です②退院日に訪問があり病院と
しては安心です

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

〇

初回はケアマネジャーからの情報
をもとに担当者会議などを経て
サービス開始を行っており共同で
決定している。その後は、生活を
見ながら適宜変更をし報告をして
いる。

定期的、必要時に相談連絡があり
安心です。

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

ひょうご地域共生型モデル事業に
参加しており、有償ボランティア
さんの活動をケアプランの中にい
れてもらう等、積極的に提案して
いる。（食事作り、ごみ捨て、買
い物等）

①ボランティアに入って頂くと地
域の理解が得やすくなる②有償ボ
ランティアはとても良い取り組み
と感じる。③インフォーマルなつ
ながりが増えることは生活の充実
にもつながる。社会参加の場が増
えたら良いですね。④難しい一面
もある。

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

〇

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に努めてい
る。計画目標の達成状況について
の伝達は今後も行っていきたい。

（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、理学療
法士、作業療法士等が在籍してお
り日ごろから多職種による検討を
行っている。併設するグループ
ホームに管理栄養士、美容師の資
格を持つ介護職員も在籍しており
保険外サービスについて聞くこと
ができる環境を持つ。

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） 〇

利用者の入院時にはサマリーを用
意して情報提供を行う。また、入
院先を訪れたり電話で、利用者や
担当の看護師、相談員と情報交換
を行い、サービスに切れ間が生じ
ないように努めている。

相談しやすい雰囲気作りをして頂
いてます。いつも迅速な対応で助
かっています。

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）

○

各方面と協力して今後に進めてい
きたい思いは強い。特に、認知症
がありながらも在宅生活を継続で
きている利用者に対しては、地域
で見守ことが大切で、包括的なサ
ポートが必要だと感じている。

①認知症の一人暮らしが増え、も
う少し家で過ごしたいと思ってい
る方も多いです。その意向に沿っ
て頂いていると感じます②徘徊の
見守りが必要な方は包括、高齢者
Ｃ、民生委員、生活支援Ｃｏ等に
ご相談下さい。

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  
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

会議後、速やかに議事録を作成し
て事業所の玄関前に設置してい
る。誰でも閲覧できるようにお知
らせも行っている。

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

〇

地域情報誌を利用して事例などを
掲載し、周知に努めている。ま
た、事例発表は積極的に行ってい
る。

①記事は読ませて頂いています。
介護が身近になる取り組みだと思
います②タウン誌大きい記事でい
つも読ませて頂いています。

（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

〇

兵庫あんしんネット24の会議や研
修に行政の参加がある。市の方に
も意見やアドバイス等を聞くこと
ができ運営に大いに役立っててい
る。

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

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

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
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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

〇

三田市内のどこでもサービス提供
を行っている。現在はサービスが
点在しているが、平面でつながる
よう地域展開志向である。

ケアマネもサービスの有効性が理
解できる場があると良いです。

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）

〇

認知症高齢者が在宅で生活するこ
とでの問題、マンションでの駐車
場の問題（訪問車）などまちづく
りに関していろいろな問題が浮上
している。一つ一つ解決できるよ
うに関係者間で話をする機会を持
つことがある。今後、問題認識が
ある関係者と共有していきたい。

①介護サービスの利用割合はまだ
まだ低く、保険料を支払うことに
後ろ向きな方もいる。業界全体の
問題②できていない要因や課題に
ついて整理が必要ではないか。運
営推進会議で検討できることはな
いだろうか③福祉医療関係者以外
との共有が進む必要があると思う
④事業所から見た地域の課題の発
信、共有はとても大事だと思いま
す。課題解決につながるきっかけ
にもなる。

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

〇

「最期は自宅で過ごしたい」とい
う希望を叶える為、目標を立て入
院せずに独居生活の継続を支援。
身体状況に応じた計画で支援行っ
た結果、要介護3から2に改善。

①在宅生活を維持することの大切
さを感じる。今後も取り組んで頂
きたい②ご本人の思い、達成と状
態改善、とても良い理想的な支援
だと感じる。

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 〇

待っていたら定期巡回が来る。ケ
アコール端末を押せば職員と話が
できることが分かると安心され、
緊急時以外でも「今何時？」「今
日はデイサービスの日？」など安
心を得るための連絡が気軽に入る
ようになる。不安がる利用者には
連絡を入れるようにしている。

サービス自体、説明がしにくい
が、実際に利用してみると分かっ
てもらえるサービスなのかもしれ
ないです。


