
（別紙）
評価細目の第三者評価結果

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、基本方針が確立されている。

Ⅰ-１-(1)-① 理念が明文化されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-１-(1)-② 理念に基づく基本方針が明文化されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-１-(2) 理念や基本方針が周知されている。

Ⅰ-１-(2)-① 理念や基本方針が職員に周知されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-１-(2)-② 理念や基本方針が利用者等に周知されて
いる。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

当施設は、２００２年（平成１４年）に社会福祉法人スイートホームの中核的施設として設
立され、今年で１０年目を迎える。施設は栃木市（旧都賀町）の自然豊かな田園地帯にあり、
３階建てで中庭を設けた回廊式の造りとなっており、居室のほとんどに陽が射し込んで風の通
りも良く、快適さを感じさせる生活環境となっている。

法人の理念として「地域の人々とともに自分らしく生きる 福祉でまちづくり」を掲げ、理
念に則って運営の基本精神を「福祉の創造」とし、４つの具体的な基本方針をもとに運営がな
されている。基本方針には「人間尊重を基本として自分らしく生きること・年齢や障がいを問
わず安心して暮らせる福祉によるまちづくり・高い専門性と人間性あふれる人材による介護サ
ービスの展開・福祉サービスの担い手としての責任」が盛り込まれ、当施設はその役割を果た
すための拠点となっている。

法人の組織図は、一番上に地域・利用者・家族を大きく位置づけし、「職員一人一人が組織の
主役である」という考えから、そこから下に向かって各事業所・管理運営委員会や各種委員
会・課長会議・経営幹部会議・常務理事・理事長が書かれていくという構成になっている。こ
うしたところにも「地域や利用者を大切にしながら福祉によるまちづくり」を目指す経営・運
営方針を窺うことができる。

理念や基本方針は玄関に掲げられ、職員会議や内部研修等でも職員間で随時確認し合い周知
徹底がなされているほか、パンフレットやホームページにも掲載されており、利用者の家族に
対しては入居時・施設主催行事・家族会世話人会（家族３名と職員で構成され年３～４回開
催）等において、理念や基本方針を含めた運営状況の説明が行われている。

しかし、行事に出席する家族はある程度の人数に止まり、世話人会役員も少数であることや、
「施設だより」のような定期的な情報発信がされていないことなどから、理念や基本方針につ
いて利用者や家族への周知や理解がまだ不十分な面も見受けられる。毎月家族あてに利用料請
求書を送る際に利用者の生活状況を記載した用紙を同封したり、６ヶ月毎に利用者のモニタリ
ング結果を家族に送付しているとのことなので、例えばそうした用紙に予め理念や基本方針を
刷り込んでおくなどの工夫をすることで、家族により一層理解を深めてもらうことに繋がるか
と思われる。また、当施設としても定期的な情報発信がなされていないことが取り組むべき課
題の一つであるとの認識は持っているので、今後実現を目指して検討していくことを期待した
い。



Ⅰ-２ 計画の策定
第三者評価結果

Ⅰ-２-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ-２-(1)-① 中・長期計画が策定されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-２-(1)-② 中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-２-(2) 事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ-２-(2)-① 事業計画の策定が組織的に行われている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-２-(2)-② 事業計画が職員に周知されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-２-(2)-③ 事業計画が利用者に周知されている。 ａ・○ｂ・ｃ

評価所見

法人として、概ね２～３年を目途とした中期計画や数年先を見据えた長期計画を作成してい
て、毎年度進捗状況を見ながら修正を行っている。第３次中期計画では、市の介護保険計画を
踏まえて、「地域密着型小規模特養（２９床）＋デイサービス」の開設を２０１３年度に実現す
ることを目指しており、大まかな資金計画や当施設における人材育成等による人材確保計画な
ど、中期計画の実現に向けた具体的な内容が盛り込まれている。また、長期計画としては、中
期計画で実現を目指す施設を中心として地域交流広場を設けた「高齢者総合福祉施設プラン」
を将来構想としている。

利用者に対するケアについても質の向上を目指して年次的に先進的な取り組みにチャレンジ
しており、「オムツ０（ゼロ）」（日中は入居者全員がオムツを使用しない）は２００９年に達成
して現在も継続中であり、現在は「常食化」（胃ろうなどの経管栄養補給に寄らず、ペーストや
刻み食も解消して、全員が普通食を食べる）と同時に「自立歩行」（可能な限り自分の力で歩
く）の実現にむけて、職員が熱心に実践と検証を行っている。

事業計画については、理念・基本方針・中長期計画に基づいて、法人や当施設全体の事業計
画が作成されており、各ユニットや各セクション（生活相談員・医務室・ケアマネージャー・
栄養士・管理等）でも、前年度の事業実施結果を検討し課題を把握した「当年度事業計画のま
とめ」を提出した上で次年度の事業計画を作成している。また、全職員に対して、「法人全体・
自己部門・自己育成課題」の各項目について良かったことと課題を書いてもらう「私の今年度
の振り返りと次年度の活動計画」や、管理者（総合施設長）から提示された「次年度事業計画
の基調と課題骨子（案）」についての感想文の提出を年度末に求めている。こうした手法によっ
て次年度の事業計画作成の参考にするための情報を得ると同時に、事業計画についての職員へ
の周知と理解を深めて作成に参画している意識を持たせることで、業務に対するモチベーショ
ンの維持・向上が図られていることが窺える。

ただ、管理者がまとめた中長期計画や事業計画は、案として役職員の主要会議で討議され職

員に掲示されて検討しているが、会議の議事録や検討した結果の記録が不備なため、その案が
法人や当施設の決定方針となっていることが明確に捉えにくいので、今後内容を整理してまと
めた形での中長期計画や事業計画を備えておくことが望まれる。

事業計画の利用者や家族への周知については、例えばケアの取り組み（常食化等）の開始に
ついて説明したペーパーを家族に送付するなど、ある程度なされているものの、前段で記述し
たと同様に不十分な点が見られることから今後の取り組みを期待したい。

Ⅰ-３ 管理者の責任とリーダーシップ
第三者評価結果

Ⅰ-３-(1) 管理者の責任が明確にされている。
Ⅰ-３-(1)-① 管理者自らの役割と責任を職員に対して表明してい
る。 ○ａ・ｂ・ｃ



Ⅰ-３-(1)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取り組みを
行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-３-(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。
Ⅰ-３-(2)-① 質の向上に意欲を持ちその取り組みに指導力を発揮し
ている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-３-(2)-② 経営や業務の効率化と改善に向けた取り組みに指導力
を発揮している。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

管理者（総合施設長）は、年度当初に全職員が参加する事業計画説明会（シフト勤務体制の
ため説明会を３回開催し、全職員が参加できるようにしている）において、「法人の機構と体
制」という資料を元に、自らの役割と責任について表明している。また、全国・栃木県老人福
祉施設協議会、栃木市特養・養護連絡協議会において重要な役割を担っており、施設経営や先
進的介護等の研修にも積極的に参加して、理念・基本方針の実現に向けて熱心に取り組んでい
る。

施設運営に関連した法令・制度関係の資料は管理部の１カ所に保存して職員が閲覧できるよ
うにしているほか、職場全体会議（学びの会としての位置づけで、全職員参加）・課長会議・管
理運営委員会等の場で、法令遵守、法・制度の改正や福祉事業をめぐる情勢の変化や課題等に
ついて、職員に説明して周知を図っている。

保管されている法令や制度関係の資料については、職員に十分活用されていない状況も見受
けられるので、次世代を担う職員育成という視点からも、リスト化したものをユニット毎に置
いたり、配置されたパソコン上でも閲覧可能にするなどの工夫をすることで、より一層の周知
と理解を図ることを期待したい。

管理者は福祉サービスの質の向上を目指して先進的な介護を取り入れることとし、先ず「オ
ムツ０（ゼロ）」を目標として掲げ、２００９年に「日中オムツ完全ゼロ」を達成した（全国４
番目）。また、現在「常食化」と「自立歩行」の実現に向けた取り組みを開始し成果を上げつつ
あるが、こうした取り組みは今年４月に３日間連載で「終章を生きる」と題して下野新聞に特
集されたほか他紙にも度々掲載され、２０１２年３月発行の「ふくしとちぎ」でも「実践的介
護のすすめ～高齢者福祉サービスの先駆的な取り組み事例から～」と題して特集が組まれ紹介
されている。また、「看取り介護」については、２００６年に開始して以降毎年積極的に取り組
みを行い、毎年１０数例の実践がなされている。

管理者は施設の経営や運営の現状及び課題については、緻密に分析して次年度以降の事業計
画や中長期計画に反映させており、その全ての情報を全職員に開示してそれぞれが自分の問題
として捉えてもらえるよう配慮している。現在、法人には「福祉保育労ひまわり分会」という
労働組合組織があり、管理者は年２回の団体交渉の中で賃金・労働条件・その他（福利厚生、
介護状況等）の点について職員代表と話し合いの上、多方面に渡る改善に取り組んでいる。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

Ⅱ-１ 経営状況の把握
第三者評価結果

Ⅱ-１-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅱ-１-(1)-① 事業経営をとりまく環境が的確に把握されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-１-(1)-② 経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取り組
みを行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-１-(1)-③ 外部監査が実施されている。 ａ・ｂ・○ｃ

評価所見



運営の基本方針の一つとして「法人としての経営能力を高め、福祉サービスの担い手として
公共性・信頼性・効率性を高める」ことを挙げており、管理者等が全国・栃木県老人福祉施設
協議会、栃木市特養・養護連絡協議会等に参加するほか、基幹的職員を事業運営に関する会議
や研修等に派遣し、法令や制度の変更・社会情勢の変化・地域におけるニーズの動向など施設
運営を取り巻く情報の収集と分析を行っている。経営状況については、経営幹部会議・課長会
議だけでなく、管理運営委員会（各ユニットリーダーやセクション責任者も参加）においても
現状把握と分析・課題の検討を実施した上で、中期計画や毎年度の事業計画作成に的確に反映
させて運営を展開している。

外部事業者に会計管理を委託し、理事会監事による定期的な監査を実施していて、経営改善
による適切な管理運営がなされていることは窺えるが、こうした監査状況では評価基準からす
ると外部監査が実施されているとは認められないため「Ｃ」評価とした。

Ⅱ-２ 人材の確保・養成
第三者評価結果

Ⅱ-２-(1) 人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ-２-(1)-① 必要な人材に関する具体的なプランが確立している。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(1)-② 人事考課が客観的な基準に基づいて行われている。 ａ・ｂ・○ｃ
Ⅱ-２-(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ-２-(2)-① 職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善する
仕組みが構築されている。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(2)-② 職員の福利厚生や健康の維持に積極的に取り組んでい
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。
Ⅱ-２-(3)-① 職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されてい
る。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(3)-② 個別の職員に対して組織としての教育・研修計画が策
定され計画に基づいて具体的な取り組みが行われている。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(3)-③ 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行っ
ている。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(4) 実習生の受け入れが適切に行われている。
Ⅱ-２-(4)-① 実習生の受け入れと育成について基本的な姿勢を明確
にした体制を整備し、積極的な取組をしている。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

運営に必要な職員については、質の高いケアの実現に向けていくつもの取り組みをしている
こともあり、経営面の負担度は高いが最大限に近い職員配置をしているとのことである。しか
し法人全体としての今後の事業拡大に向けた人材確保計画はあるものの、当施設についての具
体的プランが十分でない面が見られる。また、人事考課については実施していないということ
であり、職員アンケート集計結果からも読み取れるため「Ｃ」評価としたが、今後人事考課実
施への取り組みを行うことが期待される。

職員の就業状況については、年次休暇取得や残業時間の状況を把握して休暇取得を促したり、
「残業は悪である」という基本的考えから残業を減らすため業務内容や業務量の見直しに取り
組んでいる。しかし「就業状況の把握と改善の取り組み」の項目の職員アンケート集計結果で
は「十分ではない」という意見の比率が比較的高く、「連続休暇が取りにくい」「業務に追われ
記録を書くのが時間外になってしまう」という自由記述意見も一部に見受けられることから、
例えば、職員毎に残業時間や年次休暇等の取得実績を集計した資料を職員会議等の場で明示し
た上で、オープンな形で分析・議論していく方法等も検討するなど、現在の取り組み方につい



て見直すことが期待される。
また、組合団体交渉の中で、当施設の各職場の意見として「休憩時間がきちんと取れない」

「休憩室がない」ということが挙げられており、職員アンケートにもそうした意見が見受けら
れる。「休憩の確保」は職員の心身の健康管理や勤労意欲の継続には不可欠のことでもあり、ひ
いては介護上での事故に繋がりかねない面もあるので、休憩時間の確保と休憩室の整備の実現
に向けてできるだけ早く取り組むことが望まれる。

全職員の健康診断や予防接種、職員サークル活動や国内・海外旅行への金銭的補助を行って
おり、今後短期・少額融資制度の開設を検討しているなど、福利厚生には力を入れている。職
員の悩み相談窓口の担当者は決められているが、職員に十分知られていないとのことなので、
今後周知を図ることを望みたい。

基本方針の一つとして「介護サービスを創造するため、より豊かで高い専門性とこころ優し
い人間性あふれる人材の育成に努める」とあるように、かなりの研修費予算を計上して年間研
修計画を作成し数多くの外部研修に職員を参加させている。今年度も、全国老人福祉施設協議
会主催の介護力向上講習会に１２名、その他の研修に２０名程度参加させていて、先進的介護
理念を吸収する目的で前年度に引き続き海外研修（デンマーク）として１名を派遣する予定で
ある。内部研修として、全職員研修（これからの法人の課題をテーマに年度当初実施）、新人研
修、高齢者のからだと健康・認知症ケア等の研修、管理者研修（近々導入する予定となってい
る目標面接制度についての学習）などを実施するほか、職場全体会議という形で外部研修を受
講した職員による復命研修を行うなど、充実した研修体制が築かれている。

しかしながら、個別の職員の教育・研修計画を策定して評価・見直しをするまでには至って
いないため、今後より一層職員の資質向上を図り福祉サービスの質を高めるためにも、職員一
人一人を見据えた育成・研修計画を作成することが期待される。

実習生については詳細に渡る対応マニュアルが作成されており、積極的に受け入れを行って
いる。今まで、ヘルパー養成校（３校）や施設主催のヘルパー養成講座の実習生が主であった
が、今年度から短大からの実習生（受入資格取得のため職員が研修受講）受け入れも開始して
おり、年間を通して毎月数名が実習を行っている。ただ、実習依頼校・期間・実習生の数等を
年間の統計としてはまとめていないので、今後毎年度の事業報告の中に統計処理をしたデータ
を記載しておくことなども期待したい。ボランティア受け入れの実績についても同様である。

Ⅱ-３ 安全管理
第三者評価結果

Ⅱ-３-(1) 利用者の安全を確保するための取り組みが行われている。
Ⅱ-３-(1)-① 緊急時（事故、感染症の発生時など）の対応など利用
者の安全確保のための体制が整備されている。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅱ-３-(1)-② 災害時に対する利用者の安全確保のための取り組みを
行っている。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅱ-３-(1)-③ 利用者の安全確保のためにリスクを把握し対策を実行
している。

ａ・○ｂ・ｃ

評価所見

施設運営の組織として、防災委員会・感染症対策委員会・リスクマネジメント委員会が置か
れていて、原則月１回開催され担当職員が検討した上でその結果が全職員に周知されることに
なっている。危機管理マニュアルとしては、「緊急時対応マニュアル」（主に夜間の入居者への
対応と夜勤時の怪我や病変等への対応）、「感染症の対応マニュアル」（汚物処理方法）、「火災・
災害時の対応マニュアル」（発生時の職員配置と役割）が作成されているが、危機管理マニュア
ルとしては不十分な内容に止まっている。

しかし「夜間救急対応の方法」は職員が理解しやすいようにフローチャートで作成され、事
故別に書かれた「ひまわり緊急時の対応表」には、事故の具体的内容・初期対応（処置、連絡
先や方法等）・必要事項（管理者層や関係機関への連絡、留意すべきこと等）が記載されてお



り、「緊急時電話連絡先表」も各ユニットに置かれていて、それぞれ日常的に活用されている。
消防計画には、火災への対応が細部に渡り漏れなく作られている他、「地震対策」や「警戒宣

言が発せられた場合の対策」の章が設けられ、適時適切な対応について表記されている。ただ
し、その二つの章についての記述が１ページ程度であり内容に具体性に欠けている点が見られ
るので、今後見直しを行い職員が戸惑うことのない実践的な内容を盛り込み充実を図ることが
望まれる。２０１０年に地元自治会住民参加による避難訓練を実施したが、２０１１年９月に
は地元自治会との間に「災害時における相互協力に関する覚書」を交わしてお互いの持ってい
る資源を利用して効果的に災害防止や支援が行われるようにしていて、年１回合同で防災訓練
も実施している。

利用者の日常生活における各種事故については、「事故報告書（兼ヒヤリハットレポート）」
（施設長まで報告）や「ヒヤリハット体験報告」（ユニット毎に報告）を作成しているが、それ
らの報告に基づいた事故防止やケアの改善に向けた検討がユニット毎に行われているに止まっ
ており、他の職員との情報共有化が不十分な状況にある。また震災後の防災対策強化の取り組
みについて、課長会議や管理運営委員会で検討し地域連携の構築や食料保管庫の設置を行って
いるが、リスクマネジメント委員会が定期的に開催されず十分機能していない状況が見受けら
れる。こうしたことから、今後会議や各種委員会の運用状況の点検等を行って管理運営組織の
見直し（統廃合による整理を含む）による役割の明確化を図り、利用者の安全確保を達成する
ため改善への取り組みを行うことが今後の課題と思われる。

Ⅱ-４ 地域との交流と連携
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。

Ⅱ-４-(1)-① 利用者と地域とのかかわりを大切にしている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(1)-② 事業所が有する機能を地域に還元している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(1)-③ ボランティア受け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。

Ⅱ-４-(2)-① 必要な社会資源を明確にしている。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(2)-② 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り組みを行っている。

Ⅱ-４-(3)-① 地域の福祉ニーズを把握している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(3)-② 地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行われてい
る。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

地域との関わりについては、事業費支出項目として「地域福祉活動費」を計上し、地元老人
会（９地区）と「初がつおを食べる会」「さんまｄｅパーティ」「アンコウを食べる会」と銘打
った交流会を毎年開催している。地域住民と利用者・職員が一体となって語り合いながら楽し
い時間を過ごすと共に、看護師が参加者のバイタルチェックをするほか、参加者からの介護相
談に応じるなど地域の福祉ニーズの把握も行っている。また、地元中学校生徒を対象に認知症
サポーター養成講座（中１生が受講）を開催したり、マイチャレンジ事業（カリキュラムの一
環として中２生が職場体験を行う）の対象事業所となって、生徒の実習受け入れ（シーツ交換
や掃除等のケア、入居者との会話等）を行うなど、地域との交流や連携が十分なされている。

ボランティアについては、「対応の手引き」（ボランティア登録・活動プログラムや実践に対
する評価・入居者への接し方のお願い等、充実した内容のマニュアルとなっている）をもとに
積極的に受け入れを行っている。傾聴ボランティアが毎月来るほか、お話し・将棋・ハーモニ



カ・コーラス・フラダンス・習字・折り紙・美容（化粧）等のグループが随時訪れ、地域の小
学校（２校）児童も年数回訪れて交流を行っている。

関係機関との関わりについては、県や市の関係機関連絡会議等で常時情報交換を行い、福祉
事務所・地域病院・学校・ボランティア団体等とも連携を図って運営を行っているが、その趣
旨や実施内容等が全職員に十分周知理解されていないきらいもあるので、今後職員間の情報共
有化を図るような工夫を期待したい。

地域の福祉ニーズに応じて施設の有する機能を還元するため、管理者をはじめ基幹的職員が
講師となって、ヘルパー養成講座（今年度で４年目）、認知症サポーター養成講座（旧都賀町地
区自治会を対象）、生活・介護支援サポーター養成講座（市に対して開催を提案し委託を受けて
いる）を開催するなど積極的な取り組みを行っている。また、配食サービス事業や「生活応援
隊」という地域のお年寄りを職員が随時訪問する事業を行っていて、安否確認と同時に話し相
手になり介護の相談を受けるなどの活動を展開している。

また、当施設の取り組みが紹介された「ふくしとちぎ」や、法人が設立されて１０年という
節目に当たり、理念・基本方針やこれまでの経過・運営状況等を掲載した小冊子「ひまわりの
歩み」を、地域（旧都賀町地区）の下野新聞購読家庭に折り込みで配布することなども行って
いる。

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。
Ⅲ-１-(1)-① 利用者を尊重したサービス提供について共通の理解を
もつための取り組みを行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(1)-② 利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル
等を整備している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(2) 利用者満足の向上に努めている。
Ⅲ-１-(2)-① 利用者満足の向上を意図した仕組みを整備し、取組を
行っている。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(3) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。
Ⅲ-１-(3)-① 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備してい
る。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(3)-② 苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能してい
る。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(3)-③ 利用者からの意見等に対して迅速に対応している。 ａ・○ｂ・ｃ

評価所見

基本理念に利用者尊重を掲げ、“利用者一人ひとりが自分らしく生活を送れる”ように職員に
も周知徹底され、ケアに結びついている。利用者のプライバシー保護に関しては、その重要性
が『ケア基準書』に記載されている。

定期的な家族アンケートの実施により、利用者家族から意見が寄せられているが、利用者本
人からは、日常生活の会話などを通して意向や要望を聞いてはいるものの、利用者満足度を図
るための仕組みは確立されていない。

現在、職員が利用者数名ずつを分担して受け持つ個別担当制を取り入れ、利用者と個別にか
かわり、注意深く観察して意向を聞き取りやすい環境作りに努めている。個別担当制につい
て、仕組みを明示して利用者や家族により周知していくことや担当者から家族への連絡手段を
構築していくこと等が期待される。

各階のエレベーターホールに苦情・要望・意見箱が設けられ、ポスターの掲示もあるが、利



用者や家族には苦情相談窓口や苦情解決方法が十分に認識されているとは言えない。家族等か
ら数件の苦情が寄せられており、その都度迅速に対応をしているが、苦情解決の経過や結果の
報告は当事者と家族会世話人会に対してのみで、家族全体へはなされていない。今後、必要と
思われる事例については当事者の許可を得たうえで、何らかの方法で家族全体に説明すること
や公表する仕組みを作ることを期待する。

Ⅲ-２ サービスの質の確保
第三者評価結果

Ⅲ-２-(1) 質の向上に向けた取組が組織的に行われている。
Ⅲ-２-(1)-① サービス内容について定期的に評価を行う体制を整備
している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(1)-② 評価の結果に基づき組織として取り組むべき課題を明
確にし、改善策・改善計画を立て実施している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(2) 提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。
Ⅲ-２-(2)-① 提供するサービスについて標準的な実施方法が文書化
されサービスが提供されている。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(2)-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-(3) サービス実施の記録が適切に行われている。
Ⅲ-２-(3)-① 利用者に関するサービス実施状況の記録が適切に行わ
れている。 ○ａ・ｂ・ｃ

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

Ⅲ-２-(3)-③ 利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化してい
る。

ａ・○ｂ・ｃ

評価所見

これまでほぼ３年ごとに第三者評価を実施しており、今回が３回目になる。第三者評価で明
らかになった課題については積極的に改善に取り組んでいる様子がうかがえる。毎年施設独自
に自己評価を実施しているが、これまでは職員個々のケア資質に関する評価に留まっているた
め、今後自己評価が施設全体に対する評価、分析の仕組みに発展することを期待する。

『ケア基準書』には、個々のサービスについての標準的な実施方法が文書化されており、新
人研修等で活用されている。『ケア基準書』は、今日まで必要に応じて加筆されているが、標準
的実施方法の見直しはされておらず、見直しの仕組みも整備されていない。現在、『改訂ケア基
準書』作成が着手されているので、サービスの標準的実施方法の見直しに関する仕組みの整
備、加えて施設が実施している介護サービスの先進的な取り組みについても盛り込まれること
を期待する。

介護記録について、パソコンを利用した管理に移行する取り組みを行っているが、あまり進
展しておらず、手書きの記録とパソコン入力の双方を実施することが職員に求められ、記録業
務の省力化が課題となっている。日々の利用者の情報共有は、申し送りノートやパソコンの記
録を各自が確認することとされている。また、業務体制を考慮し、施設全体での口頭による申
し送りは廃止され、フロアごとの申し送りのみとなった。看護師や生活相談員、計画作成担当
者、事務職員は、各ユニットに行ってノートやパソコンの記録を確認しており、こうした方法
によって引継ぎ漏れや確認漏れの防止が図られている。

利用者の記録の保管、保存、廃棄に関しては、『文書取扱規程』に明記され、適切に対処され
ている。今後パソコン入力やネットワーク化を進める場合、新たにパソコンのデータ管理を含
めた記録取扱規程の整備をすることが望まれる。



Ⅲ-３ サービスの開始・継続
第三者評価結果

Ⅲ-３-(1) サービス提供の開始が適切に行われている。
Ⅲ-３-(1)-① 利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提供
している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-３-(1)-② サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意を得て
いる。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-３-(2) サービスの継続性に配慮した対応が行われている。
Ⅲ-３-(2)-① 事業所の変更や家庭への移行などにあたりサービスの
継続性に配慮した対応を行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

施設のサービス内容について、パンフレットや、新規事業等を印刷した別紙案内を用意して
利用希望者や見学者に配布、説明している。施設のホームページには、決算書のほか第三者評
価の評価結果、施設の先進的取り組み等を紹介する報道記事が掲載され、施設内での生活が分
かるよう内容も充実しており、県外や遠方からの問い合わせも多く寄せられている。

サービス終了時の引き継ぎには、『情報提供書』によって必要な情報を関係機関に提供し、サ
ービスの継続性に配慮した対応を行っている。これまで、要介護度が要支援に改善したことに
より退所、家庭に戻った例が１例あるが、その際にも引き続き相談を受け付け、デイサービ
ス・ショートステイ等のサービス利用につなげるなど、家族の不安や負担の軽減に配慮してい
る。

Ⅲ-４ サービス実施計画の策定
第三者評価結果

Ⅲ-４-(1) 利用者のアセスメントが行われている。

Ⅲ-４-(1)-① 定められた手順に従ってアセスメントを行っている。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅲ-４-(2) 利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

Ⅲ-４-(2)-① サービス実施計画を適切に策定している。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅲ-４-(2)-② 定期的にサービス実施計画の評価・見直しを行ってい
る。

ａ・○ｂ・ｃ

評価所見

『ケア基準書』には、入所前調査からアセスメント、サービス実施計画策定、再アセスメン
ト等の手順が規定されており、計画作成の留意点や見直しに関する要件も定められている。サ
ービス実施計画は、６カ月毎にモニタリングされており、状態の変化がみられる場合には随時
再アセスメントが行われているが、充分とはいえない。サービス担当者会議が実施されている
ものの関係職員間の連携が不十分な部分も見受けられ、ケアが先行したりケア目標と微妙なず
れが生じる事例も発生している。また、緊急にサービス実施計画を変更する場合の仕組みの整
備も望まれる。



（特別養護老人ホーム）
Ａ-１ 利用者の尊重

第三者評価結果
Ａ-１-(1) 終末期ケア

Ａ-１-(1)-① 終末期ケアに対応している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-１-(2) 認知症支援

Ａ-１-(2)-① 認知症高齢者への支援に取り組んでいる。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-１-(2)-② 認知症高齢者のための少人数の環境づくりに取り組ん
でいる。

ａ・○ｂ・ｃ

Ａ-１-(3) 身体拘束廃止への取り組み

Ａ-１-(3)身体拘束廃止への取組を行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-１-(4) 権利侵害の防止
Ａ-１-(4)-① 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）や成
年後見制度の活用を推進している。

ａ・○ｂ・ｃ

評価所見

（１）終末期ケア
地域医療に積極的に取り組む医療機関による２４時間のバックアップ体制が整い、施設の看

護師と介護職員が連携しながら、希望する利用者・家族のために施設内で臨終までの看取りを
しており、２００６年に取り組み始めて以来、毎年１０数名の看取りが行われている。

「看取りに関する指針」と「ターミナルケアマニュアル」「ひまわりにおける看取りの流れ」
の文書があり、終末期（ターミナル）に入ったとの医師の判断をもとに、施設看護師がターミ
ナルケアプランを立て、家族から施設での看取りの同意を得、多床室利用者には静養室に移っ
てもらって、家族とともに終末期を迎えられるようにしている。

看取り後には「カンファレンス記録書」を作成して看取りの経過と対応、感想などを記録と
して残し、職員が終末期のケアに取り組むことで精神的なダメージを受けることがないように
している。また、全ての職員が看取りケアについての研修を受けられるようにしている。

今後、看取りをする職員の精神面へのケアや家族へのバックアップ体制などのさらなる充実
に向けた取り組みと、施設で看取りを実施する意義についての利用者・家族の理解の促進を図
るための取り組みに期待したい。
（２）認知症支援

認知症の利用者に対しては傾聴を重んじた寄り添うケアを実施している。認知症高齢者の支
援を充実させ、認知症の改善に効果があるとして、「食事の改善・水分の十分な摂取・便秘の解
消・運動」に取り組んでいる。特に水分摂取では１日当たり１８００ｍｌを目標におき、個人
の好みにあった飲料を用意して積極的に飲んでもらうようにしている。また、水分摂取・食事
改善・運動などを組み合わせて排便を促す工夫により、便秘解消のための下剤を使用しないケ
アを推進している。このような取り組みにより、認知症の改善が進んで、ある程度自立した生
活が出来るようになった事例が報告されている。

なるべく少人数のグループでケアできるようにするために、もともと４人部屋と個室があっ
た２つのフロア（２階、３階）を２００７年に改修し、それぞれ１０人のユニット（３階のユ
ニットはショートステイの１１人のユニット）と２０人のユニットに区分して、４つのユニッ
トを編成した。その後、廊下とひと続きであった２０人のユニットの食堂に仕切りを設置して
廊下と区分し、落ち着ける居間兼用の空間を作る改修を行った。

ただ、ユニットの所属人数にアンバランスがあり、２０人のグループはユニットケアとは言
い難い。さらなる施設改修またはグループケアの工夫の余地がある。このような環境下でも、
２０人のユニット所属の利用者が落ち着かなくなったときに、１０人のユニットに行って食事
をするなどで安心してもらうよう対応を工夫している。
（３）身体拘束廃止への取り組み



「身体拘束廃止の手引き」を用意し、看護師とユニットリーダー等を構成メンバーとする身
体拘束廃止委員会を設置して、身体拘束をしないケアに取り組んでいる。身体拘束をしないケ
アの実施を確実にするために、ケアマネージャーと生活相談員が中心となり、ほぼ毎週水曜日
にフロアをまわって、現況チェック表を用いて身体拘束ケアがないかを確認する取り組みを行
っている。
（４）権利侵害の防止

「人間尊重」を基本理念に掲げ、施設の『ケア基準書』にも「人権を守る」という項目を設
けて、人権尊重がケアの基本姿勢であることを明示しており、日常の介護において、人権侵害
と見られるものはない。しかし、日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）や成年後見
制度についての研修には参加しているが、実際に施設側が主導してこれらの手続きをした事例
はない。今後、利用者の経済状況や家庭環境の多様な状況に対応し、必要があれば積極的に制
度を活用するためにも、さらなる学習と情報収集、行政等との連携を進めることが期待され
る。

Ａ-２ 日常生活支援
第三者評価結果

Ａ-２-(1) 入浴
Ａ-２-(1)-① 入浴は、利用者の状態に応じて柔軟に実施できる仕組
みがある。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(1)-② 浴室・脱衣場等の環境は適切である。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(2) 排泄
Ａ-２-(2)-① 排泄介助の手順が確立し、排泄の自立のための支援が
なされている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(2)-② 排泄環境は適切である。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(3) 食事
Ａ-２-(3)-① 食事は利用者の要望や状態に応じて選択できるよう対
応している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(3)-② 美味しく楽しい食事のための調査検討がなされてい
る。

ａ・○ｂ・ｃ

Ａ-２-(4) 健康管理

Ａ-２-(4)-① 利用者の健康を維持するための支援をしている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(5) 衣服

Ａ-２-(5)-① 衣服の着替えと選択について支援している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(6) 居室・生活環境
Ａ-２-(6)-① 居室についてその人の生活習慣を尊重した雰囲気づく
りを支援している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(7) 寝たきり・褥瘡予防

Ａ-２-(7)-① 寝たきり・褥瘡予防対策を実施している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(8) 口腔ケア

Ａ-２-(8)-① 口腔ケア対策を実施している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(9) 機能訓練

Ａ-２-(9)-① 機能訓練を計画的に行っている。 ａ・○ｂ・ｃ

Ａ-２-(10) 趣味・生きがい
Ａ-２-(10)-① 利用者それぞれの趣味・生きがいを反映させる場面を
作っている。

ａ・○ｂ・ｃ



Ａ-２-(11) 自立支援

Ａ-２-(11)-① 自立支援に積極的に取り組んでいる。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(12) 家族との連携

Ａ-２-(12)-① 家族との連携・交流を適切に支援している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ａ-２-(13) 外出・外泊

Ａ-２-(13)-① 利用者の外出・外泊を適切に支援している。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

日常のケアは『ケア基準書』の標準的実施方法に則って実施されているが、先進的なケアの
取り組みについては、「介護力向上委員会」の指導のもとで計画的に進められている。
（１）入浴

利用者の高齢化・重度化が進むにつれて機械浴の必要性が増し、職員からの要望により、普
通浴槽しかなかった２階浴室にも機械浴装置を設置した。病院や老健施設等から入所してきた
利用者を最初は機械浴で対応し、状態が良くなれば普通の個別浴槽で入浴できるよう支援して
いる。入浴以外にも失禁等には速やかにシャワー浴を実施して清潔を保つように心掛けてい
る。前回の第三者評価の際に指摘があった脱衣所の整理整頓も進められている。
（２）排泄

排泄の自立を促すために歩行訓練などの機能訓練を進めながら、排泄パターンを把握してト
イレやポータブルトイレで排泄を行うよう誘導しており、オムツを使用していた利用者がトイ
レでの排泄が可能となるように個別の支援を積極的に行っている。同時に、適切な水分摂取や
繊維質の多い食材をとることにより、内服薬を使用しなくても自然排便が出来るような対応を
している。その結果、２００９年に日中オムツ使用率０％を達成した。これは、全員がリハビ
リパンツも利用せず、布のパンツと必要な大きさの尿取りパッドのみを使用しているというこ
とである。新しく入所した利用者についても、順次オムツはずしのケアを実施し、オムツ使用
率０％を維持している。
（３）食事

新しい介護の課題として、経管栄養補給に頼らない「胃ろうはずし」と経口摂取、常食化を
目標に掲げ、誰もが普通の食事が摂れるよう取り組みを始めた。胃ろうを付けて入所してきた
利用者について、個別の常食アセスメントを実施し、開口度や嚥下の状態を見ながら、少しず
つ口から食べられるように進めており、一定の効果が認められている。食事を楽しむという側
面からは、主食をご飯かパンか麺を選んでもらう選択食の実施はあるが、副食の選択やバイキ
ング食は行事などに限られている。ユニットごとの食事の充実をめざして、ユニットでご飯を
炊いたり、汁物を作ったりしているが、実施状況は十分とはいえない。

給食会議を毎月実施して、利用者の好みや調理方法の改善等の話し合いをしている。
前回の評価で指摘のあった個別に食器を載せるお盆が歪んで安定しないという点は、新しい

ものと取り替えられ、麻痺のある利用者が自力で食べられるよう、食器の下に敷くシリコンマ
ットが用いられるようになり改善が進んでいる。また、自分で食べることを奨励するために、
食べこぼしを気にしないで食べられるよう、必要のある利用者には介護用ではない普通の大き
なエプロンをしてもらっている。
（４）健康管理

定期的に週２回嘱託医により往診があり、利用者には周知され必要な医療が受けられる体制
になっている。服薬管理も徹底しており、食後、名前を確認しながら個別に薬を渡し、確実に
飲み込んだことを確認するようにしている。
（５）衣服

衣類の交換は利用者の希望を取り入れながら、入浴以外にも随時行っている。もちろん、自
分で衣服を管理し、衣服を自分で選んで着ている利用者もいる。

施設には理・美容のための部屋が用意されており、美容師が出張してきてパーマネントをか
けたり、毛染めをしてくれる。
（６）居室・生活環境



利用者一人ひとりの生活が自宅の延長線上にあるようにと、生活空間としての個室にはそれ
ぞれがなじみの家具や飾り、冷蔵庫、仏壇や位牌等を持ち込んでもらっている。ベッドの向き
を自宅と同じになるように変えたり、ベッドではなく畳敷きに布団を敷いて寝ている利用者も
いる。４人部屋でも障子風のしきりが設けられ、個別性が重んじられた配置となっている。ベ
ッドごとにアンテナ用の端子がありテレビが設置できるようになっている。

２０人のユニットの廊下には所々に窓側にふくらんだ部分があり、テーブルと椅子が用意さ
れていて、利用者が新聞や本を読むこと、個別に語らうことが出来る空間となっている。
（７）寝たきり・褥瘡予防

寝たきりの防止のため、食事は食堂で摂ることや日中活動を活発にするため離床を推進して
いる。施設全体で「褥瘡ゼロ」をめざしており、『ケア基準書』には褥瘡ケアについての項目が
設けられている。栄養状態の改善や２時間ごとの体位交換、入浴による清潔を保つこと、椅子
に座っている場合も体の角度を変えて同じ部分に圧力がかからないようにすることにより、入
所時に褥瘡があった場合でも完治させている。
（８）口腔ケア

感染症予防のために口腔ケアには以前から特に力を入れていたが、全員が普通食を食べるこ
とができるようにするケアに取り組み始めて一層力を入れている。一人ひとりの開口度や舌突
出度、歯の状態や義歯の状態を把握し、必要に応じて往診してくれる歯科医師の治療と義歯の
調整をしてもらっている。職員が歯科衛生士から口腔ケアの指導を受けて毎食後の歯磨きと口
腔ケア、義歯の手入れを実施している。
（９）機能訓練

機能訓練指導員の看護師を中心に各職員の協力のもと、リハビリテーション計画を立てて機
能訓練を実施している。主に介護度４，５の利用者が対象となるため、機能向上よりは現状維
持を目標に置き進めている。担当看護職員の業務が多忙で、直接かかわって実施することが不
十分であり、担当としては余裕を持って実施できるようにしたいとしている。
（１０）趣味・生きがい

利用者は施設内で思い思いに過ごすことを基本としており、個別支援としては外出や外食に
力を入れている。個人の要望に応じてカラオケをしたり、１階にある居酒屋風のラウンジでお
酒を飲むこともできる。月１回コンビニからの出張によるジュースやお菓子の販売と、毎週木
曜日に障害者施設のパンの販売があり、施設内で買い物ができるようにしている。また、月１
回はユニットごとにおやつ時にクレープを焼くなどの調理を楽しむ機会を設けている。

傾聴ボランティアやお話しボランテイア、マッサージのボランティアなどが来所して、利用
者の楽しみとなっている。今後はさらに、利用者の個々の生きがいや趣味に結びつくような日
常の支援のさらなる工夫が望まれる。
（１１）自立支援

ＡＤＬやＱＯＬが停滞しがちな利用者の自立した生活を実現するために、認知症の軽減、オ
ムツ０（ゼロ）、常食化、歩行訓練等々の取り組みを次々に実施している。様々な取り組みを進
めたことにより、当初、職員の負担は増したが、自立支援が進み利用者の自立度が高くなるに
従い介護負担が軽減して、かえって、負担を示す声は少なくなっている。しかし、一部には負
担感や不満を抱く職員がいることもアンケートから読み取れるので、利用者の自立生活の満足
感がどの職員にも反映されるような、職場環境・職場風土の構築が求められる。
（１２）家族との連携

家族との関わりを大切にしており、家族が面会に来たときには生活相談員やケアマネージャ
ー、担当職員が利用者の状況を伝え、家族が面会に来られない場合は電話で様子を知らせてい
る。６ヶ月に１回モニタリング記録を家族に送付して内容を確認してもらい、家族からの意見
や要望を収集して介護計画の見直しや日頃のケアに活かしている。

家族が参加できる行事として、８月納涼祭、９月敬老会、１２月クリスマス会などがあり、
特にクリスマス会には多くの家族が参加している。また「家族の会」があり世話人会は年数回
集まって施設との情報交換を行い、議事録が作られ役員や利用者家族に送付されている。必要
に応じて「家族会ニュース」が発行されることになっているが、ここ数年は発行されていな
い。



毎年、法人主催の「供養祭」を開催して、亡くなった利用者の供養を行い、２０１３年には
供養塔を建設する計画がある。開催案内は関係家族のみならず、利用者全員の家族にも通知さ
れ、多くの利用者と家族が参加している。また、利用者の通夜や葬儀には施設長や担当職員が
参列している。

看取りの実践や先進的な介護の取り組みについて家族アンケートを実施し、各取り組みの周
知度を測るとともに、施設への要望等を収集して家族との連携を強める努力をしている。
（１３）外出・外泊

生活相談員が連絡調整をしながら、外出・外泊を支援している。個別には施設の送迎で定期
的に自宅に外泊する利用者がいるほか、職員が同伴して買い物や外食に出かけている。家族が
面会に来たときには、利用者と外出することを勧めて、より多くの利用者が外出を楽しめるよ
うに配慮している。

Ａ-３ リスク管理・安全の確保
第三者評価結果

Ａ-３-(1) 介護事故対策

Ａ-３-(1)-① 介護事故への対応に配慮している。 ａ・○ｂ・ｃ

評価所見

事故報告書・ヒヤリハット集を全職員が確認できるようになっており、事例をもとにリスク
マネジメント委員会で対策検討がされて事故の再発防止に取り組むことになっている。しか
し、昨年度、リスクマネジメント委員会が定期的には開催されておらず、事故事例の収集や事
故防止のための話し合いがなされなかった。自立支援のための先進的な介護の取り組みを進め
る中で、新たな側面の事故が起こらないとも限らない。事故やヒヤリハット事例の丁寧な調査
と分析を進め、職員が一致して介護事故の防止を図っていただきたい。また、リスクマネジメ
ント委員会を含む各委員会の年度ごとのまとめ・評価分析は次年度の取り組みへのステップと
なるので、事業計画策定時に併せて実施されることを期待したい。


