
（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

「ご利用者様の信頼と期待に応え、誰からも選ばれる施設を目指します～その人らしい生活
と尊厳を守る介護～」を経営理念とし、基本方針も明文化されている。経営理念は施設内に掲
示したり、携帯用カードに記載したりすることにより、常に全職員が念頭に置いて業務に従事
できるように取り組んでいる。法人理念・基本方針に基づいて、毎年の業務目標、ユニット目
標を設定している。

経営理念、基本方針についてはパンフレットに記載されており、入所時には家族に説明を行
っているものの、利用者に対して改めて説明の機会までは設けていないため、利用者や家族が
集まる機会などを利用して、理解を深めてもらう取り組みが期待される。

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

新たに東京都練馬区に特養老人ホームを開設したり、地域ニーズに基づいて増床を行ったり
することなどが中期計画として策定され、事業計画に反映され、具体化されている。中期計画
は理事会で議論して策定されているものの、文書としてまとめられていないこともあり、職員
等の間で十分に理解されていない面もうかがわれる。地域ニーズに基づいた新たな福祉サービ
スを実施するための目標（ビジョン）への理解を広げ、職員や関係者の積極的な協力を得るた
めに、文書化等により周知を図る取り組みが期待される。

現場から出された課題や問題設定を反映して、各部門の責任者が年次の課題と目標を設定
し、施設長の承認を受けて事業計画が策定される手続が行われているものの、職員アンケート



では、「事業計画が現場の意向を反映して作成されていない」と受け止める職員も一定数見受け
られた。一連の過程が一部の職員だけで行われていないか検証しつつ、関係職員の意見を集
約、反映させる仕組みづくりが期待される。事業計画書、事業報告書は、事業所の文書管理シ
ステムのパソコンＬＡＮ上で過去のものも含めて公開されており、全職員がいつでも閲覧し、
確認できる環境を整えている。

事業計画の内容は、年２回定期発行する広報紙に一部抜粋して掲載したり、イベントなど利
用者、家族が集まる機会を利用して説明したりしている。施設入口には、事業報告書・収支計
算書等とともに閲覧書類として常備されている。今後は、各計画をわかりやすく説明した資料
を作成するなど、十分な理解を促すための工夫が期待される。

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

管理者の役割と責任は詳細に定められ、業務分担表として文書化され、文書管理システムの
中で全職員が閲覧できる環境が整えられている。管理者は、新しい施設の開設準備に追われる
中で、研修会等への参加に十分に時間を割くことができない状況にあった。開設準備も一段落
したこともあり、今後は遵守すべき法令等に関する情報収集の取り組みをより一層強めること
が期待される。

利用者に選ばれる事業所となるために、県内でいち早く２００４年よりＩＳＯ９００１の品
質マネジメントシステムに取り組み、より良いサービスを提供することで顧客満足を目指す仕
組みが構築されている。管理者は、ＩＳＯ職務上の品質管理責任者として、実施する福祉サー
ビスの質の向上に指導力を発揮している。経営や業務の効率化と改善に向けた取り組みは行わ
れているものの、法人として事業規模を拡大することにより、職位や活躍機会を増やし、個々
の職員の成長を図ろうとする中で、職員との認識のギャップが生じている様子もうかがわれ
る。状況や目標を共有するために、経営層、リーダー層、一般職員の間でコミュニケーション
をより一層強めていくことが期待される。

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

事業者連絡協議会や地域包括支援センター等を通じて地域での福祉に関する需要の動向等に
ついて把握し、地域の福祉ニーズ、潜在的利用者等に関するデータを反映させて事業計画を作
成しているものの、中長期計画の内容にまでは反映されていない。今後は長期的視野に立った
情報把握の強化が期待される。

経営状況を分析して課題の解決が図られており、実際に経営状況は数年前より改善傾向にあ
る。月次試算表は作成されているものの、毎月経営状況を分析する取り組みが弱かったため、
２０１３年７月より会計事務の本部一元化を行い、経営状況の把握を早く的確に行えるよう改
善することにより、経営管理の強化が図られている。

ＩＳＯ９００１の外部審査（第三者審査）が実施されているものの、公認会計士等による財
務諸表の監査や、法人の組織運営・事業等に関する外部監査は行われていない。

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

「教育訓練・人材育成規程」を策定し、職務分掌表に基づく体制を整えるなど、必要な人材
に関する具体的なプランが確立している。「力量基準表」「力量評価表」など、職員の力量の把
握と向上のための仕組みが作られており、人事考課が実施されているものの、評価者側のレベ
ル向上が運用面で課題となり、個々の職員の給与等の処遇にまで反映する仕組みにはなってい
ない。今後は、評価する側の職員のレベルアップを図るなどにより、客観的な基準に基づく人
事考課が実施されることが期待される。

昇格基準の明確化や、同一法人の他の事業所との労働条件の統一化を図るなど、職員の処遇
改善に取り組んでいるものの、職員の就業状況や意向把握の取り組みが弱いと受け止める職員
も一定数見受けられた。職務能力・仕事ぶりに関する一般職員の自己評価と上司の評価とが食
い違う傾向もあるため、例えば定期的な個別面談を行うなどにより、お互いの考えをすり合わ
せ、認識のギャップを埋めるためのコミュニケーションの強化が期待される。

品質マネジメントシステムのなかで諸規程、年間研修計画が策定されており、組織として職
員の教育・研修に関する基本姿勢は明示されているものの、個別の研修計画までは策定されて



いない。内部研修実施記録や、外部研修参加報告書等には業務責任者のコメント欄が設けられ
ており、個別の職員の研修成果に関する評価分析を行っているものの、次の研修計画に生かす
までの取り組みは行われていない。今後は、「力量評価表」を積極的に活用する等の方法によ
り、個別の教育・研修計画の作成、評価、見直しを行うことが期待される。

大学や専門学校などから多数の実習生を積極的に受け入れる取り組みをしている。実習生受
け入れマニュアルは、事前の注意事項や心構えなどの簡単な内容にとどまっており、法人とし
て実習生受け入れの意義を明文化するなど、内容の充実が期待される。

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

ＩＳＯ９００１に基づき、品質管理上の「不適合」事例の収集に努め、原因の追究や是正措
置の立案、是正措置の実施状況と効果の確認（１ヶ月後、３ヶ月後、６ヶ月後）などの取り組
みが綿密に行われている。月１回事故防止委員会を開催し、原因分析の検討や防止策の徹底が
図られている。衛生管理（感染症予防対策）委員会、防火管理委員会も月１回開催され、利用
者の安全を確保するための体制が整備されている。２０１３年にはリスクマネジメントセミナ
ーを複数回開催し、事例研究を行うなど、職員の意識も向上している。「ヒヤリハット」報告書
の取り組みも実施するなど、さらに積極的な安全確保策の検討も行われている。災害時には、
地域住民の協力を得て安全を確保することや、逆に避難者の受け入れや食糧の供給などに関す
る地域住民との災害活動応援協力協定を結び、協力関係を築いている。

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

事業所は農地に囲まれ、周辺に民家の少ない場所にあるという制約条件もあり、敬老会・秋
祭りなどのイベントや、歌やダンス等のボランティアの方々との交流の機会以外には、利用者
と地域との交流は限られている。また、地域住民の役に立つ技術講習会や講演会等は実施され
ておらず、事業所が有する機能を地域に開放、提供する取り組みは弱い。今後は、年２回広報
紙を定期的に作成し、近隣の高齢者の多い住宅地や公共施設等に配布する方針であり、事業所
の側から積極的な情報発信を行うことが期待される。

歌やダンス等のボランティアを定期的に受け入れ、利用者の楽しみの一つとなっているもの
の、利用者の要介護度が上がる中で絵手紙や手仕事などをしながら日常を一緒に過ごし、日々
の話し相手となるボランティアは徐々に来なくなってしまった。今後は、受入マニュアルの作
成等、受入体制の整備を進めるとともに、どのようなボランティアが必要なのかを積極的に検
討し、ボランティアの掘り起こしに努めることにより、様々な形でボランティアを受け入れ、
地域の人々との交流機会を積極的に増やしていく取り組みが期待される。

地域行事等について施設内掲示板で情報提供したり、選挙の際には不在者投票の手続きが行
えるようにしたり、地域の社会資源等に関する情報提供や関係機関との連携の取り組みが行わ
れている。介護サービス事業者連絡協議会等に参加し、勉強会や事例検討会を行うなど、関係
機関・団体との連携が積極的に行われている。

在宅介護支援センターを併設しており、地域の相談窓口として地域包括支援センターとも積
極的に連携している。地域ケア会議への参加等を通じて、地域の福祉ニーズを把握している。
今後は、地域住民から要望や意見の強い事業・活動を独自に行うなど、地域ニーズに基づく事
業・活動の強化が期待される。

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

利用者を尊重する介護が基本方針に明記されている。プライバシー保護・虐待防止・人権尊
重に関しては、基本マニュアル（サービス提供マニュアル）に盛り込まれ、継続的に職員研修
が実施され、周知を図る取り組みが行われている。しかし、マニュアルに基づいて現場でサー
ビスが実施されているか、組織として確認する仕組みは未整備である。

日常の介護の中で、利用者に対する声掛け等により、意見や要望を引き出そうとする様子が
うかがえる。また、苦情を含めた意見に対しては、解決・改善する仕組みが整えられ、迅速に



対応する姿勢が見える。苦情解決の仕組みについては入所契約の際に説明し、施設内に掲示さ
れているものの、家族アンケートの結果見る限り、利用者家族の間で必ずしも十分に周知され
ているとは言えない様子がうかがわれた。また、個人情報を考慮した上で、意見や苦情の内容
とそれらに対する改善結果を必ずしも公開していないとのことであるが、今後、事業報告書や
広報紙に苦情の概要や対処方法などを簡潔に記載するなど、利用者や家族に周知する仕組みづ
くりが望まれる。

昨年度より家族アンケートを実施し、今後毎年実施する方針とのことである。今後、そこで
出された家族の意見を、サービスの改善・向上に結び付ける仕組みを期待したい。

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

第三者評価の受審は今回が初めてであるが、ＩＳＯ９００１の定期的な審査に基づき、課題
を抽出し改善する仕組みが整っている。目標を数値化して把握することにより、その改善度を
的確に把握するとともに、職員の意識づけにもなっている。今後、担当部署・職員を中心に、
自己評価を実施するなど全職員が参画することにより職員全体の意識向上を目指して欲しい。

提供するサービスについて、標準的な実施方法がサービス提供マニュアルとして明文化さ
れ、必要に応じて改訂もなされている。しかし、職員アンケートで「標準的な実施方法に差異
が生じないよう研修や指導が行われていない」と答える職員も一定数おり、一部に介護者によ
ってサービスの実施方法にバラつきがある様子もうかがわれた。標準的な実施方法に基づいて
現場でサービスが実施されているかどうかを組織的に確認し、必要に応じて現場で個別指導し
たり、具体的に踏み込んで指摘することで個別的な気づきにつながる研修を実施したりするこ
とにより、職員に周知徹底を図る仕組みづくりが必要と思われる。

利用者に対するサービス実施状況については、統一した記載方法により記録されており、ケ
ース記録・各会議録の確認や日々の申し送りにより、情報提供が図られている。また、利用者
の記録の管理についても、保管・廃棄を含めた規定があり、適切に実施されている。
ケア記録管理のためのソフトウェアを導入し、システム化を図る準備が進められているとのこ
とであり、今後の活用に期待したい。



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を紹介したパンフレットを近隣の公共施設に設置しているものの、利用
希望者が自分の希望に合ったサービスを選択するのに役立つような情報提供を行うという意味
では、十分とは言えない。現在、広報紙の定期発行と配布、ホームページの開設が検討されて
いるとのことであり、今後の積極的な情報提供に期待したい。

サービスの開始にあたっては、利用案内として十分な情報が提供され、それに基づき口頭に
よる説明も実施されている。また入所までの手順もわかりやすく、利用者や家族に理解しやす
いような工夫や配慮が行われている。

事業所の変更や家庭への移行にあたって特に決められた様式はないが、必要に応じて介護支
援専門員・生活相談員・看護師等が情報提供を行い、サービスの継続性に配慮した対応に努め
ている。日常的には事業所の変更というのは稀なケースではあるが、東日本大震災の折、被災
地の施設から利用者を受け入れた施設も多くあったことなども顧みて、危機管理の面からも、
利用者の移行に際しての様式や手順の整備が望まれる。

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

入所前には、家族に対して利用者の身体的事柄以外に嗜好や趣味、生きがい等幅広い内容の
アンケートを実施し、その回答内容はサービス実施計画に反映されている。サービス担当者会
議には、可能な利用者が参加したり、状態の変化により家族の意向、希望が強い場合には、家
族が直接会議に参加したりするなど、利用者の意向を踏まえた計画策定のための工夫や配慮が
行われている。サービス担当者会議には多職種が参画し、サービス実施計画に加えて機能訓練
実施計画書などもその中で作成される。様々な職種による関係職員が連携し、多方面から検討
して協議し合い、アセスメント結果を適切に反映してサービス実施計画を策定する仕組みが構
築されている。サービス実施計画の達成度を数値で把握する取り組みを通じて、個々の職員の
サービス実施計画に対する認識が高まり、例えば機能訓練を専任担当者任せにせず、それぞれ
の立場からＡＤＬ向上のために主体的に係わり、意見を出し合い、目標達成に努めるなど積極
的な姿勢が生まれている。

また、定期的にモニタリングが実施され、６ヶ月毎にサービス実施計画が見直されている。
入院した場合には退院後に、ＡＤＬ向上によりサービス提供内容が変わった場合にはその都
度、利用者の状態の変化に応じて頻繁に計画の評価、見直しを行っている。緊急に変更する場
合の仕組みも構築されており、利用者や家族の要望に応えてサービス実施計画が見直されるこ
ともある。サービス担当者会議やケース会議の内容はすべて記録に残し、計画見直しについて
は参加できなかった職員にも内容が伝わるよう工夫し、申し送り等で周知を図るなど、情報の
共有が徹底されている。



（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

職員が携行する「携帯用カード」には「その人らしい生活と尊厳を守る介護」という目標を
掲げ、法人として「利用者の尊重」の意思を示している。また、サービス提供マニュアルには、
「終末期（ターミナル）ケア」「認知症の理解と対応」「プライバシー保護と虐待防止」「高齢者
虐待・人権尊重」の各セクションを設けて、利用者尊重の方針と具体的な支援内容を記載し
て、職員への徹底を図っている。
(1) 終末期ケア

入所時に事業所としての看取りの方針と内容を記載した「看取り介護に関する事前説明書・
事前確認書」を提示して確認をしてもらい、終末期に入ったことを医師が判断した場合には、
本人・家族と相談の上、終末期の対応方法を決めている。医療依存度が高い場合や家族の意向
によっては、医療機関に入院することがあるが、家族の同意があれば「看取り介護実施計画
書」を作成し、時期が来たら静養室に移ってもらって看取りを実施している。２０１２年度は
４名の看取りを行った。毎年、看取りに関する外部研修への派遣と内部研修を実施している。
(2) 認知症支援

平均要介護度が４.２と非常に高く、認知症の利用者の割合も高いため、内部研修・外部研修
を実施して認知症に対する理解を促進し、利用者の個別の状況に対応している。医療機関の指
導と連携により精神機能障害の著しい利用者への対応を学んでいるが、当事業所での対応が困
難な場合もあることを認識している。

もともと多床室の従来型施設のためユニットケア対応ではなかったが、栃木県から従来型の
施設でもユニットケアを実施して個別支援を強化するようにとの指導があり、１階にショート
ステイ利用者を含めた３０人のグループ、２階に２０人ずつの２グループに分けて、グループ
ケアを行っている。その後、全国老人福祉施設協議会主催の介護力向上講習会を受講したこと
もグループケアをさらに推進する機会となっている。ひとグループの利用者人数が多いので少
人数ケアとはいえないが、出来る限りの個別ケアを実施し、トイレなどの改修を行った結果、
介護事故が減少している効果が現れている。
(3) 身体拘束廃止への取り組み

身体拘束廃止に関する指針を設け、身体拘束廃止委員会を毎月開催して、心理的拘束も含め
た拘束に該当する実態がないかを検討し、対策を話し合っている。また、月１回、各ユニット
長が虐待防止チェックシートを用いて支援の状況を確認し、特養会議にて結果の報告と問題が
あれば改善策を検討する仕組みができている。その中で、高リスク利用者の抽出や見守りの強
化、センサーマットの導入等の具体的な対策をとっている。また、月２回診察に訪れる精神科
の専門医と相談しながら、薬による行動抑制の危険性についても注意を払い、対応している。



(4) 権利侵害の防止
入所前から社会福祉協議会の権利擁護事業（日常生活支援事業）を利用している利用者が数

名いるが、入所時に身元引受人の取り決めをしっかりしているため、成年後見制度を利用して
いる利用者はいない。しかし、事業所としては、成年後見制度や権利擁護事業（日常生活支援
事業）の学習や利用者、家族への周知については不十分であると認識しており、サービス提供
マニュアルへの制度の記載や取り扱いについての取り決め等、今後の取り組みが求められる。
利用者の尊厳を守るということに関して、事故や拘束を心配するあまり、歩かせないなどの支
援が消極的になる恐れや、業務時間に縛られ食事介助等を急ぎすぎるという、支援のバラつき
が見られること、また、職員の言葉遣いに対する家族等からの苦情が時折寄せられることな
ど、利用者の尊重に対するいくつかの課題があり、改善が求められる。

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

ユニットごとに目標を掲げ、研修やサービス提供マニュアルに沿って日常のケアをしている
(1) 入浴

看護師が立ち合い、バイタルチェックおよび身体の観察を含め傷の処置、体調変化に対応し
たうえで、ユニットごとに曜日を決めて週２回入浴している。個浴と機械浴があり、その時の
体調によって入浴方法を変えている。職員が話し合いを重ねた結果、今年度、シャワーチェア
ーに腰掛けたままで入浴できる最新の機械浴装置を導入した。この装置は職員の介助負担が少
なく、利用者にも安心感を与える入浴方法なので好評である。入浴日以外でも失禁時はシャワ
ー浴を行うなど、清潔を心がけている。当初の設計上脱衣室がなかったため、比較的広い浴室
内に棚を設置したり、カーテンで区切ったりして脱衣コーナーを作って対応している。タオル
などはきれいに整頓されている。
(2) 排泄

事業所として排泄の自立やオムツはずしへの取り組みを始めており、各ユニットにて排泄の
個別支援目標を掲げ、個別ケアを実施し排泄の自立支援をしている。トイレで排泄ができるよ
うにするために、立位保持や歩行の機能訓練を行い、排泄チェック表を確認し排泄パターンを
把握し、定期または随時対応でトイレ誘導をしている。積極的な水分補給やバナナなどの食材
の活用、薬の調節で排便のしやすい状況を作っている。介護力向上委員会の事例検討にて排泄
介助の手順や注意すべき事項を確認している。

トイレ内での立ち上がり時の転倒事故を防ぐために、コールを応用したセンサーを設置し
た。施設条件面で利用者人数に対してトイレの数が不足している点が悩みである。
(3) 食事

食事は業者に委託して施設内厨房で調理してもらっている。月１回給食委員会を開催し、年
１回の嗜好調査結果や検食での意見等を参考にして話合い、献立に反映させている。利用者の
状態に合わせた食事形態（きざみ、粥等）にして提供しているが、介護度が高くなっているこ
とや誤嚥事故があったこと、衛生管理上などの理由で、生野菜の提供を避け、果物も缶詰製品
が多くなっている。食べられない食材があるメニューや嫌いなものに対応して、代替食を用意
している。必要に応じて栄養補助食品やエネルギー調整食品などを使用し、嚥下力の低下した
利用者にはゼリー状にした飲料で水分補給ができるよう配慮している。行事食やお誕生日には
季節感のある食事を提供し好評を得ており、バイキング形式の食事は実施していないが、月１
回、２種類のおかずから好きな方を選べるような選択食の機会を設けている。

麻痺のある利用者は、仕切りのついたワンプレートの食器（すくい皿）や自助具の活用で介
助なしで食事ができるようにしている。食事介助については課題もあるので、さらなる検討が
求められる。
(4) 健康管理

２４時間シートに体調の変化を記録し、服薬チェック表、看護記録で利用者の日々の健康状
態の把握と管理をしている。服薬については、毎日看護師が利用者個人別に準備し、薬を確実
に飲んだか介護職員が確認してからチェック表に記録して管理している。週２回、嘱託医の往
診があり年２回健康診断も行っている。緊急時対応チャートが整備され、関係者への連絡手順
や急変時の協力病院への連絡体制も確立している。

毎朝、夜勤リーダーからの申し送りを看護師が確認し、体調の変化や服薬の変更、処置等の
判断を行っている。
(5) 衣服

家族が用意した衣服を本人の希望を聞いて着替えている。外出時に自分で買ってきた衣類を
自分で管理し好きな洋服を着ている利用者もいる。入浴時や衣服が汚れた時点で着替えるが、



介助の職員が手薄のため、夜、パジャマに着替えてから就寝する利用者は少ない。月１回美容
師の訪問で散髪が行われている。
(6) 居室・生活環境

ショートステイを含め、個室１０部屋と４人室１５部屋の計７０床ある。１人部屋はベッド
の位置や家具、飾り物で家庭に似た環境作りをしている。４人部屋の場合、家庭からの持参物
は少ないがベッドの位置や高さの調節、入所前からの習慣やトイレの位置等の関係から居室の
変更の希望を聞いて対応している。２階には設計上食堂は設けられていないが、グループケア
を実施するために、幅の広い廊下にテーブルを並べて食事場所を確保し、ソファとテレビを置
いて利用者がゆったり出来る談話室も作るなどの工夫をしている。廊下の壁には職員手作りの
壁飾りが飾られ、彩りを添えている。

４人部屋はタンス付属の仕切り板やカーテンでプライバシーを確保しているものの、個人の
スペースとしては潤いに欠ける部分もある。利用者のその人らしさが出るような工夫を家族と
ともに作り出すよう期待したい。
(7) 寝たきり・褥瘡予防

褥瘡対策委員会を月１回開催し、看護主任が中心となって、写真等を示しながら褥瘡の治癒
の経過報告をして今後の治療や介護の方針を説明している。また、利用者全員の寝たきりや褥
瘡発症のリスクを把握し、個別に食事改善等を含めた支援や対応方法を検討、検証している。
経管栄養や胃ろうの利用者も日中は離床して車椅子を利用した生活をすることによって、寝た
きりや褥瘡を予防している。褥瘡リスクの高い利用者については、就寝中は２時間ごとに体位
交換し、クッションやマットを使用して褥瘡ができるのを防いでいる。病院等から褥瘡ができ
た状態で退院、入所して、その後の適切な処置により褥瘡が完治した利用者も多い。
(8) 口腔ケア

食前に機能訓練指導員が口腔体操を行って、唾液腺刺激や咀嚼機能・嚥下機能の活性化を図
っている。食後の歯磨きを自力で出来る利用者は自分で行い、入れ歯は職員が洗浄し管理して
いる。経管栄養や胃ろうの利用者は看護師が１日２回口腔ケアをしているが、介護職員は利用
者の口腔ケアの状態についての把握があまり出来ていない様子がうかがわれた。歯科医師や歯
科衛生士による口腔ケアの指導・研修は現在のところ受けておらず、今後の課題となってい
る。
(9) 機能訓練

専任の機能訓練指導員が他職種とカンファレンスをもとに機能訓練計画を立てて訓練を実施
し、計画に盛り込んだ目標に対して３ヶ月ごとに評価して計画を見直す手順ができている。口
腔体操による咀嚼機能や嚥下機能の低下予防、平行棒や車椅子での訓練、寝たきりの場合はベ
ッドサイドでの訓練やマッサージをしている。排泄の自立やオムツはずしを目指したケアを進
める中で、介護職員と連携して機能訓練を実施することで効果を高めている。機能訓練だけで
はなく、車椅子で戸外や屋内を散歩することによる利用者の精神面でのケアやリフレッシュに
も努めている。
(10) 趣味・生きがい
入所時の提出書類に、利用者の習慣や好み、興味・関心、得意・不得意、信仰、生活歴、そ

の他個人のそれまでの生活の状況を書いてもらうようにしている。介護計画を立てるときには
利用者の興味や関心を確認して内容に反映させ、それを活かした支援を心掛けており、おしぼ
りたたみなどの役割を持ってもらったりしている。全体的に介護度が高くなり、活動の範囲や
量が少なくなっているが、ユニットごとにリクリエーション（例えば、音楽鑑賞、ＤＶＤ鑑
賞、ボール遊び、ちぎり絵、七夕飾り作り等々）を工夫して楽しんでもらっている。ただ、活
動に参加できる利用者も限られてきており、一人ひとりの生きがいに注目した支援ができてい
るとまでは言えない状況である。個別の利用者に対応してもらえるようなボランティアを開拓
して、一人ひとりの利用者が生きる張り合いを持った生活が出来るよう、工夫することが望ま
れる。
(11) 自立支援

２０１２年度は「個々のニーズに合わせたサービスの提供」という品質目標を掲げ、一人ひ
とりのニーズの把握と支援の進捗状況について、ユニット会議やケース会議で話し合い、個別



支援を進めており、改善が見られたケースもある。
利用者に自分でできることは自分でしてもらい、必要な場面だけに限定して介助を行ってい

る。例えば、車椅子を自走してトイレに行けるある利用者は、ズボンを上げるときだけ連絡ボ
タンを押して職員に連絡し手助けしてもらっている事例がある。オムツをはずし排泄の自立を
進めることに取り組んでいるが、退院直後など体力が減退して訓練が進まない利用者には、訓
練カードにシールを貼ることによって励まし、訓練への動機付けをする工夫をしている。
(12) 家族との連携

介護計画の更新時に利用者の様子を手紙に書いて家族に知らせる以外に、必要に応じて電話
連絡を取ったり、家族が訪問したときに声を掛けたりして利用者の様子を知らせている。広域
型の特別養護老人ホームであるため、多くは市内からの利用であるものの家族が遠方に住んで
いる場合も多く、家族が利用者を訪問する頻度にも大きな差が生じている。

家族会は結成されておらず、家族が集まって話し合う機会は、家族にも参加してもらう春の
花見会と秋の敬老秋祭りに限られている。この機会を利用して、法人や事業所の状況ならびに
制度の変更などを説明している。また、家族アンケートを実施し、事業所のサービスに対する
感想や意見を聴取して、改善に活かす取り組みもある。

今後は、年２回の発行を予定している広報紙「やすらぎ」を利用したり、ホームページを開
設したりしてタイムリーな情報提供と相互の情報交換が活発になるよう期待したい。
(13) 外出・外泊

事業所全体やユニットごとに、季節の花見やドライブ等に出かけている。個別の要望に応じ
てスーパーマーケットなどに買い物に出かけることもあり、定期的に外出や外泊をしている利
用者もいる。事業所としては、年に１回でも家族のところに外泊ができるよう勧め、必要に応
じて送迎等の便宜を図っているが、介護度が高くなっているために、全体的には外出レクリエ
ーションに参加できる利用者も外泊を希望する利用者も少なくなっている。計画や準備を綿密
に行うなどにより、外出に参加しやすい工夫や当日の体制づくりをして、できるだけ多くの利
用者が外出の機会を得られるよう期待したい。

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

ＩＳＯ９００１の品質管理に関して、直近の品質目標に「介護事故の減少」を掲げるユニッ
トが２ユニットあり、事業所全体でも「事故防止検討委員会」を設置してリスク管理に取り組
んでいる。委員会は毎月開催され、事故やヒヤリハット報告を受けて再発防止策の検討と是正
効果の検証を行っている。年間を通しての事故の発生の分析を行い、職員が手薄になる状況や
時間帯で事故が起こりやすくなっていることを認識し、出来る限りの対策をとろうとしてい
る。

また、外部講師を招いてリスクマネジメントの研修を実施し、具体的な事例から学んでい
る。職員一人ひとりの事故やヒヤリハットへの予測能力を高める必要があるとの分析から、研
修には「危険予知トレーニング（ＫＹＴ）」を組み込んでいる。さらに、ヒヤリハット報告書を
単なる気づきの記載だけではなく、どのように対策し改善すれはよいかを提案できる形式に作
りかえた書式も用意して職員の意識向上に努めている。


