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（別紙） 

第三者評価結果 

 評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織                           

Ⅰ-１ 理念・基本方針 

 第三者評価結果 

Ⅰ-１-（１） 理念、基本方針が確立・周知されている。 

1 Ⅰ-1-（１）-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 
a・○b ・c 

<評価所見> 

（改善が求められる点） 

 法人・事業所の理念が明文化され、採用時や毎年度初めの全職員集会で周知が図られており、

理念を掲示しているセクションもある。利用者や家族には入所契約時などに理念が書かれている

パンフレットを渡し説明しているが十分ではない。職員と家族の更なる理解を深めるためにも周

知の機会を増やすことが望まれます。 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 第三者評価結果 

Ⅰ-２-（１） 経営環境の変化等に適切に対応している。 

2 Ⅰ-２-（１）-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分

析されている。 
a・○b ・c 

3 Ⅰ-２-（１）-② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。 
a・○b ・c 

<評価所見> 

（特に評価が高い点） 

管理者は法人内の各事業所責任者での連絡会で、社会福祉全体の動向、変化を把握して進めるべ

き課題を具体化している。法人の経営会議に参加し、事業活動収支状況の分析も行っている。 

 

Ⅰ-３ 事業計画の策定 

 第三者評価結果 

Ⅰ-３-(１) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 

4 Ⅰ-３-(１)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されてい

る。 
a・○b ・c 

5 Ⅰ-３-(１)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。 
a・○b ・c 

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。 

6 Ⅰ-３-(２)-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織

的に行われ、職員が理解している。 
a・○b ・c 

7 Ⅰ-３-(２)-② 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。 
a・b・○c  
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<評価所見> 

（改善が求められる点） 

 中・長期収支計画は策定されていない。単年度事業計画には中・長期計画を反映しているが、

具体性（目標値など）が不足している。事業計画策定には職員が参画している。事業計画はだれ

でも自由に見られるが利用者や家族へ周知されることが望まれます。 

 

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

 第三者評価結果 

Ⅰ-４-(１) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 

8 Ⅰ-４-(１)-① 福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行わ

れ、機能している。 
a・b・○ｃ  

9 Ⅰ-４-(１)-② 評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確に

し、計画的な改善策を実施している。 
a・b・○ｃ  

<評価所見> 

今回受審の第三者評価が初回の自主評価であり組織として取り組んでいる。その結果としての

課題に対して今後計画的に改善に取り組むとしている。よってこの項目は今回該当しない。 

 

評価対象Ⅱ 組織の運営管理                                   

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結果 

Ⅱ-１-(１) 管理者の責任が明確にされている。 

10 Ⅱ-１-(１)-① 管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解

を図っている。 
a・○b ・c 

11 Ⅱ-１-(１)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行って

いる。 
○a ・b・c 

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。 

12 Ⅱ-１-(２)-① 福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指導

力を発揮している。 
a・○b ・c 

13 Ⅱ-１-(２)-② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮

している。 
a・○b ・c 

<評価所見> 

（特に評価が高い点） 

 遵守すべき関係法令などで、制度改正の主要な「国の指針、在宅サービス、福祉法人への期待

と動向、鹿沼市第６期長寿計画など」について①当年度の課題解消計画、②当年度以降の方向性

と課題把握、更に主要テーマの３カ年構想及びリスクマネジメントと危機管理などを検討、具体

化することで夜勤体制の８時間化、２４時間生活シートの作成による個別ケアの向上、看取り・

認知症への対応スキル向上などを当年度の事業計画に繋げている。 

（改善が求められる点） 

 管理者の役割と責任を職務分掌などにし、その中に有事の際及び不在時の権限移譲を含めて整

備されることが望まれます。 
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Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 第三者評価結果 

Ⅱ-２-(１) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。 

14 Ⅱ-２-(１)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が

確立し、取組が実施されている。 
a・○b ・c 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 
○a ・b・c 

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。 

16 Ⅱ-２-(２)-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくり

に取組んでいる。 
a・○b ・c 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 Ⅱ-２-(３)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 
a・○b ・c 

18 Ⅱ-２-(３)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、

教育・研修が実施されている。 
a・○b ・c 

19 Ⅱ-２-(３)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。 
a・○b ・c 

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。 

20 Ⅱ-２-(４)-① 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成に

ついて体制を整備し、積極的な取組をしている。 
a・○b ・c 

<評価所見> 

（特に評価が高い点） 

職員一人ひとりが自らの目標を具体的に目標管理として提案し、それに対し人事考課を年２回

行いその結果に基づき計画を見直すことで内容を充実させ実践に繋げている。 

職員のスキルアップのための仕組みとしてキャリアパスと研修システムが設定されており各種

教育・研修を受講するに併せて他の職員に研修内容の報告を行う伝達研修を実施し研修の効果拡

大が図られている。心身共に負担の大きい夜勤は１６時間から８時間夜勤へのシフトが導入実現

した。更に入所者への個別ケア充実のために２４時間生活シートの作成を実行中でその記録から

利用者へのきめ細かな介護に取り組んでいる。また職場の人間関係が良くお互いの助け合いが円

滑に行われている。 

（改善が求められる点） 

必要人材の確保については法人で一括して行い現在不足は生じていないが、経験豊富な職員を

含めた人材の育成も含めて計画的な取り組みが望まれます。職員一人ひとりが自ら描く目標に向

けての目標管理を作成し研修などでスキルアップを図っているが、個人目標となる事業所の具体

性のある「期待する職員像」の周知が望まれます。 
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Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 第三者評価結果 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

21 Ⅱ-３-(１)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われてい

る。 
a・○b ・c 

22 Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が

行われている。 
○a ・b・c 

<評価所見> 

（特に評価が高い点） 

 毎月の決算書を公認会計士が監査しており更に年度の決算報告書の監査を毎年５月に受け、結

果に基づき収入増加、人件費適正化、事業費適正化などの助言を財務体質改善に活かしている。 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

 第三者評価結果 

Ⅱ-４-(１) 地域との関係が適切に確保されている。 

23 Ⅱ-４-(１)-① 利用者と地域との交流を広げるための取組を行ってい

る。 
a・b・○ｃ  

24 Ⅱ-４-(１)-② ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体

制を確立している。 
a・b・○ｃ  

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。 

25 Ⅱ-４-(２)-① 福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、関

係機関等との連携が適切に行われている。 
a・b・○ｃ  

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元している。 
a・b・○ｃ  

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行わ

れている。 
a・b・○ｃ  

<評価所見> 

（改善が求められる点） 

自治会や隣接の障害者施設とは、日常の交流を初めとして情報の交換などを行い、さらに地元

消防団とは災害時に協力が得られるよう、早期に連携を密にすることが望まれます。 

 

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施                              

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス 

 第三者評価結果 

Ⅲ-１-(１) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(１)-① 利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解

をもつための取組を行っている。 
a・b・○c  
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29 Ⅲ-１-(１)-② 利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した福祉

サービス提供が行われている。 
a・○ｂ・c 

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。 

30 Ⅲ-１-(２)-① 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積

極的に提供している。 
○a ・b・c 

31  Ⅲ-１-(２)-② 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりや

すく説明している。 
○a ・b・c 

32 Ⅲ-１-(２)-③ 福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福祉

サービスの継続性に配慮した対応を行っている。 
a・○ｂ・c 

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。 

33 Ⅲ-１-(３)-① 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を

行っている。 
a・○ｂ・c 

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 

34 Ⅲ-１-(４)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。 
a・○b ・c 

35 Ⅲ-１-(４)-② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者

等に周知している。 
a・○b ・c 

36 Ⅲ-１-(４)-③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対

応している。 
a・○b ・c 

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。 

37 Ⅲ-１-(５)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマ

ネジメント体制が構築されている。 
○a ・b・c 

38 Ⅲ-１-(５)-② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のため

の体制を整備し、取組を行っている。 
○a ・b・c 

39 Ⅲ-１-(５)-③ 災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的

に行っている。 
a・b・○c  

<評価所見> 

（特に評価の高い点） 

１．福祉サービス提供に関する説明と同意では、サービスの開始にあたって「わかりやすい説明

だった」と利用者家族が全員一致で満足している。また、一職員によるブログ「なんだんべえ」

では、施設内での四季折々の催しや利用者の様子が、温かい視点でユーモラスに紹介されており、

楽しく有効な情報提供となっている。 

 

２．安心・安全な福祉サービスの提供を目的として、介護部門の中の事故防止委員会による報告

書が詳細に書き綴られている。定期的に見直しを行い、事故が起きやすい「場所」や「時間帯」

などを統計的に分析して、事故リスクの把握と事故防止に努めている。 

 

３．感染症の予防について、利用者の安全確保のため、職員とその家族まで視野に入れた取り組

みを行い、昨年度、利用者のインフルエンザ発症が一人も無かった。 
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（改善が求められる点） 

１．利用者を尊重した福祉サービスの提供は、個々の介護職の技能に任されている。平成 27年

度から、多職種連携、24時間生活シートの作成による職員間の共通理解の取り組みは緒につい

たばかりである。文書作りに追われて本来の目的を見失っている職員もいるが、これらの取り組

みに手応えを感じている職員もいる。利用者尊重の共通理解と実践のために、職員全員が事ある

毎に理念を確認し合う取り組みが望まれます。 

 

２．施設内の苦情解決の仕組みは確立しているが、第三者委員の存在を、利用者家族の大多数

（80％）が「知らない」と回答している。パンフレット・重要事項説明書・ホームページなどへ

の記載を期待します。      

 

３．災害時における利用者の安全確保の取り組みに、多数の問題点が見られた。 

（１）消防訓練は隔月、年 6回が計画・実施されている。しかし、年２回の総合訓練に、義務づ

けられている消防署が関わっていない。消防署との密接な連携体制を早期に構築していくことが

望まれます。 

  

（２）地域自治会や地元消防団、隣接の他法人の障害者施設などに対し、災害発生時の協力をど

こまで依頼できるか、地道に検討してみることが期待される。また、消防署員や職員の誰もが「護

送」［担送］の利用者を一目で分かるように識別表示も明確にして、周辺地域を巻き込んだ実効

性のある避難訓練が望まれます。 

 

（３）災害発生時に２階の利用者の安全を確保する避難路として、金属製の滑り台が設置されて

いるにもかかわらず、この滑り台に一番近い非常口が、マットレスや送風機で塞がれている。常

時、避難経路の確保は最重要課題であるのでその対応を期待します。 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

 第三者評価結果 

Ⅲ-２-(１) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 

40 Ⅲ-２-(１)-① 提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書

化され福祉サービスが提供されている。 
a・○b ・c 

41 Ⅲ-２-(１)-② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立し

ている。 
a・b・○c  

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。 

42 Ⅲ-２-(２)-① アセスメントにもとづく個別的な福祉サービス実施計画

を適切に策定している。 
○a ・b・c 

43 Ⅲ-２-(２)-② 定期的に福祉サービス実施計画の評価・見直しを行って

いる。 
a・○b ・c 

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 

44 Ⅲ-２-(３)-① 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行

われ、職員間で共有化さている。 
a・○b ・c 
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45 Ⅲ-２-(３)-② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 
a・○b ・c 

<評価所見> 

（特に評価の高い点） 

１．福祉サービスの質を確保するために、今年の主要テーマの一つとして「多職種連携」の目標

が掲げられた。これは、介護、看護、栄養、事務の垣根を超えて全職員が個別ケアを理解し、利

用者一人ひとりのケアや変化に気づく力をつけていこうとする取り組みである。その一環として

外部研修を受けてきた職員が全職員に伝達研修を行ったり、利用者の意向を把握して外食や出前

を取るなどの個別的な福祉サービスへの取り組みも確実に行われつつある。 

 

２．「入所時、歩けなかった利用者が歩けるようになった」「独りでトイレに行けるようになった」

「話をよく聴いてくれる」「自分で出来ることはやらせて、見ていてくれる」などの利用者家族

の感謝の声が聴ける。アセスメントに基づく個別的な福祉サービスが向上している。 

 

３．今年の 6月から「24時間生活シート」を作成することとなり、福祉サービス実施状況の記

録が職員間で共有されるようになった。食事・服薬・移動移乗・排泄・更衣・歯磨き・入浴・ベ

ッド環境・日中の過ごし方・趣味・こだわり等、利用者の細部にわたる特徴が記入されている。

始まったばかりの取り組みだが（40％弱）、これが利用者全員に広がり、記録の蓄積によって、

更に質の高い福祉サービスが可能となる。 

 

（改善が求められる点） 

１．食事介助の援助方法においては、椅子に移乗して食事を摂ることが適切と思われる利用者が

車椅子に座ったままで食事を提供されていた。車椅子の座高面と食卓の間に差があり、膝の上に

盆を置いて食べる姿が食べ難そうだった。食事介助の標準的な実施方法を見直す仕組みが望まれ

ます。 
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（特別養護老人ホーム） 

Ａ-１ 支援の基本 

 第三者評価結果 

Ａ-１-① 利用者一人ひとりに応じた一日の過ごし方ができるよう工夫して

いる。 
a・○b ・c 

Ａ-１-② 利用者一人ひとりに応じたコミュニケーションを行っている。 
  ○ａ・ｂ・ｃ 

 

  評価所見 

＜特に評価が高い点＞ 

１．今年度から「２４時間生活シート」を作成し、利用者の生活習慣、生活リズムなどを把握し、

情報を共有することでよりその人らしく生活できるよう、生活の見直しや支援、個別ケアに繋

げている。又、利用者の興味や趣味、希望に沿って、ボランティアの協力を得て定期的な活動

の華道クラブ、書道クラブ、野菜や草花の栽培を楽しむ家農クラブ、各種制作活動を行うクラ

ブなど、活動の多様化を図っている。 

２．定期的な外食や外出のほか、買い物、神社へのお参り・落語を聞きに行きたい、プラネタリ

ュームを見に行きたい、ラーメンを食べに行きたいなど、利用者個々の希望に応じて細やかな

外出支援を行っている。 

３．会話の難しい人にはカードを使ってトイレや入浴などの意向を確認したり、散歩や入浴時に

職員と二人きりのゆったりした時間を確保し、気分や環境を変えることでよりコミュニケーシ

ョンを深めるなど、個々に応じた対応を工夫している。 

 

＜改善を要する点＞ 

１．「２４時間生活シート」作成の取り組みは好成果を上げているが、まだ全員作成には至って

いない。今後、検討を加えながら全利用者のシート作成と、更なる内容の充実、シートの有効

活用に期待します。 

 

 

 Ａ-２ 身体介護 

 第三者評価結果 

Ａ-２-① 入浴介助、清拭等を利用者の心身の状況に合わせて行っている。 
○ａ・ｂ・ｃ   

Ａ-２-② 排せつ介助を利用者の心身の状況に合わせて行っている。 
ａ・○ｂ・ｃ 

Ａ-２-③ 移乗、移動を利用者の心身の状況に合わせて行っている。 
ａ・○ｂ・ｃ 

Ａ-２-④ 褥瘡の発生予防を行っている。 
ａ・○ｂ・ｃ 
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評価所見 

＜特に評価が高い点＞ 

１．風呂は毎日入浴可能なので、利用者の意向や状況に応じて時間や日にちを変えたり、清拭に

変更するなど臨機応変な対応に努めている。又、入浴前には看護師がバイタルチェックを行い、

入浴の可否を判断している。入浴委員会が設置され、「入浴の効能」、「入浴についての介助の

仕方」、「入浴中のアクシデント対応」などについて確認し合い、職員の理解、対応の共有化を

図っている。 

２．排泄は「２４時間シート」、「排泄表」などにより、排泄リズムの把握に努め、基本、「布パ

ンツに尿取りパッド」（80～90％）で過ごしている。ほとんどの利用者が下剤、またはそれに

代わる漢方薬などを服用しており自然排便が難しいが、全国老人福祉施設協議会「介護力向上

講習会」を受講中で、その伝達研修により「おむつでの排便の除去」に取り組み、５～６名が

改善された。 

３．出来るだけ自力での移動を支援するため、居室のベッドや家具、ホールのテーブルや椅子な

どの配置を車椅子が通りやすいように変えるなどの、動線確保の環境整備を行っている。 

４．寝返りや体体位交換が難しい人がほとんどで、状態に応じてエアーマットを使って姿勢維持

や体位交換などは随時実施している。体調不良になると表皮剥けが出来るなど褥瘡予備軍は後

を絶たないが、現在は褥瘡のある利用者はいない。褥瘡委員会が３カ月毎に開催され、検討し

た内容を２４時間シートに落とし込み、褥瘡予防・早期の対応について栄養管理面も含めて、

総合的な褥瘡発生予防への取り組みが行われている。 

 

 

Ａ-３ 食生活 

 第三者評価結果 

Ａ-３-①  食事をおいしく食べられるよう工夫している。 
  ○a ・ｂ・ｃ 

A-３-② 食事の提供、食事介助を利用者の心身の状況に合わせて行ってい

る。 
  ○a ・ｂ・ｃ   

Ａ-３-③ 利用者の状況に応じた口腔ケアを行っている。 
ａ・○ｂ・ｃ 

 

  評価所見 

＜特に評価が高い点> 

１．献立は常勤の管理栄養士が作成したものを、チーム毎に利用者の摂取状況、残食状況などを

チェックし、献立に反映している。又、２階の共用スペースにホーム独自のオーダーメイドの

車椅子対応型キッチンを設置し、利用者が野菜の皮むきやカット、てんぷらを揚げたりとそれ

ぞれが自分に出来ることで力を発揮し、自信に繋げている。 

２．栄養管理面で各種栄養スクリーニング判定を行い、食事形態、適正な栄養の摂取、療養食の

提供など、利用者個々の状況に応じた対応を行っている。 

咀嚼嚥下能力に合わせて６種類（常食、ソフト食 1～3、ぺースト食、ゼリー食）の調理方法

を工夫するなどして、出来るだけ自分で食べられるよう、経口での摂取を支援している。 



10 

 

 

＜改善を要する点＞  

１．毎食後の口腔ケアを実施しているが、（利用者の 90％が入れ歯）朝や夜寝る前には入れ歯を

外す習慣で抵抗ないが、昼食後のそれは拒否する人もおり全員に実施できない状況にある。口

臭を取り除くことで不快感をなくし、対人関係の円滑化など心理的・社会的な健康を保つため、

又、出来る限り経口での摂取を維持するためにも、一人ひとりに応じた口腔ケアに関する計画

の作成と、支援の工夫に期待します。 

 

 

 

Ａ-４ 終末期の対応 

 第三者評価結果 

Ａ-４-① 利用者が終末期を迎えた場合の対応の手順を確立している。 
○ａ・ｂ・ｃ 

 

評価所見 

＜特に評価が高い点＞ 

１．入所時の説明で、利用者、家族の希望に基づき確認書を提出して頂いている。ターミナル

ケアについての「看取りの対応マニュアル」が、症状に応じて「居室の選択」、「ターミナル

初期の対応」、「中期・後期の対応」、「施設で看取る場合」、「最期を迎えた場合」と細かく整

備されており、その都度利用者、家族の意向を確認しながら、最期の時まで安らかに過ごせ

るよう支援体制が確立している。 

昨年度も 14 名の看取りを行った。 

 

 

Ａ-５ 認知症ケア 

 第三者評価結果 

Ａ-５-①  認知症の状態に配慮したケアを行っている。 
ａ・○ｂ・ｃ 

Ａ-５-② 認知症高齢者が安心・安全に生活できるよう、環境の整備を行っ

ている。 
ａ・○ｂ・ｃ 

 

評価所見 

＜特に評価が高い点＞ 

１．医療スタッフと連携のもと、ケースカンファレンス、24 時間生活シート、介護マニュアル

などにより、利用者一人ひとりに合わせた対応・支援の仕方などについて、チーム会議を月２

回実施し、職員の共通理解を深め取り組んでいる。 

２．自分の居室が分かるように、ドアに大きく立体形で名前を表示したり、大好きな熊のぬいぐ

るみを置いたり、べッドが苦手な利用者には布団で対応したり、ベッドからの転落事故に備え

マットを敷くなど、利用者が安心・安全に過ごせるよう個々に応じた環境整備に配慮している。 
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＜改善を要する点＞ 

１．「介護力向上講習会」受講を機会に、伝達研修の充実、「介護力向上委員会」（受講施設に設

置が義務付けられている）を設置し、認知症の医療、ケアなどについて最新の知識・情報が得

られるよう更なる取り組みと、得られた情報を活かし職員一人ひとりの対応力向上に期待しま

す。 

 

Ａ-６ 機能訓練、介護予防 

 第三者評価結果 

Ａ-６-①  利用者の心身の状況に合わせ機能訓練や介護予防活動を行って

いる。 
ａ・○ｂ・ｃ 

 

評価所見 

＜特に評価が高い点＞ 

１．機能訓練指導員が常勤しており、利用者一人ひとりに応じた訓練プログラムが作成され、３

カ月ごとに、実施・評価・見直しを行っている。又、月２回、理学療法士の訪問指導があり、

利用者の状況に応じて、それぞれに助言・指導をうけている。 

生活の中で、施設内移動の場合に、必要な距離よりも少し長く移動距離を延ばすなどの働きか

けを行い、機能訓練の場だけでなく、日々の暮らしの中にリハビリを意識した生活動作をとり

入れる支援をしている。 

 

Ａ-７ 健康管理、衛生管理 

 第三者評価結果 

Ａ-７-①  利用者の体調変化時に、迅速に対応するための手順が確立して

いる。 
ａ・○ｂ・ｃ 

Ａ-７-②  感染症や食中毒の発生予防を行っている。 
ａ・○ｂ・ｃ 

 

評価所見 

＜特に評価が高い点＞ 

１．利用者それぞれの、ケアプラン、バイタルチェック表、排泄表などで毎日の健康状態を把握

し、体調変化時の場合には緊急時の対応マニュアル、「急変発見時連絡体制（日勤帯・夜勤帯）」

が整備され、対応手順、医療機関との連携が確立されている。 

２．感染症及び食中毒の発生予防及びまん延の防止に関する「感染予防対策マニュアル」が整備

され、施設内感染対策委員会が毎月開催されている。 

＜改善を要する点＞ 

１．利用者のほとんどが何らかの薬を飲んでおり、看護師が薬の管理を行い薬の情報は介護職員

も周知しているが、服薬状況の確認が徹底するまでに至っていない。事故防止の意味からも早

急な対応・対策が望まれます。            
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 Ａ-８ 建物・設備 

 第三者評価結果 

Ａ-８-①  施設の建物・設備について、利用者の快適性に配慮している。 
ａ・ｂ・○ｃ  

 

評価所見 

＜改善を要する点＞ 

１．施設の建物・設備の自主点検は定期的に実施されているが、非常口前に物が置いてあったり、

２階居室前のベランダは雑然としており直接出られないなど、非常時の避難経路として問題が

ある。利用者の安全確保を第一に、早急に整備されることを望みます。又、施設が、大きな川

や田んぼに囲まれた環境下にあり虫の侵入が多く、利用者から苦情も出ている。利用者にとっ

て寛いで快適に過ごせるよう、環境整備の工夫に期待します。 

 

 

 

Ａ-９ 家族との連携 

 第三者評価結果 

Ａ-９-①  利用者の家族との連携を適切に行っている。 
ａ・○ｂ・ｃ 

 

評価所見 

＜特に評価が高い点＞  

１．施設における利用者の健康状態、生活状況について、３カ月ごとに「近況報告の手紙」とし

て、利用者家族に送っており家族から好評を得ている。 

２．施設内での敬老会（笑福会）では２０数名（５～６家族）の家族参加者を迎え、最高齢者の

生まれた頃の時代背景の披露や、ボランティアによる「よさこい踊り」「お囃子」などの楽し

い時間を過ごしている 

 

＜改善を要する点＞ 

１．家族面会時には生活相談員が対応しており、介護職員と家族との直接の関わりが無い状況に

ある。家族との連携を密にする意味からも、担当の介護職員をも含めた、家族との関わりを深

める対応に期待します。 

２．おおまかな年間行事表は年度初めに配布されているが、具体的な日程などの情報周知が図ら

れず、敬老会以外の行事への家族参加が少ない。行事日程・内容などを出来るだけ早い時点で

決め、「近況報告の手紙」送付時に案内書を同封するなど、利用者家族とのコミュニケーショ

ンを深め連携を図るための、更なる工夫と取り組みに期待します。 
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