
（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

社会福祉法人東風会 幸寿苑は栃木市の南西に位置し、田園に囲まれた自然豊かな環境に立
地している。西側には大平山が望め、また、東側には大平東小学校が隣接しており、晴れた日
には児童の元気な歓声が聞こえてくる。

建物は宇都宮の著名な建築設計会社による施工で、屋根が緑色、平屋建ての美観に満ちた建
物である。食堂兼デイルームは天井が高く、廊下も広く、快適な空間となっており、利用者の
気持ちよい日常生活が想像される。また、居室のほとんどが南向きとなっており暮らしやすい
生活環境が確保されている。

建物の中央に位置した中庭には、施設長のデザインにより、河津桜、温州みかん、夏みか
ん、バラ、エンゼルトランペット等の木々が植えられて、季節ごとに花が咲き実がなり、季節
感がわかるように配慮されている。

東風会の名前は、平安時代の歌人、菅原道真公の和歌「東風吹かば におひおこせよ 梅の花
あるじなしとて 春を忘るな」に由来している。春の気配と温かさを感じさせるこの和歌と、利
用者の安心を願う職員の気持が込められて、２年前に理念･基本方針の見直しが行なわれた。

理念･基本方針は一字一句が、たいへん親しみやすい表現となっている。
「温かな雰囲気で安心して過ごせるよう支えていきます」という理念のもとに、基本方針と

して「①いつも笑顔絶やさず、利用者とともに笑い、明るく楽しい職場作りに努めます ②常
に向上心を忘れず、質の高いサービスをしていきます ③地域、家族と連携し、利用者様が安
心して生活できるよう支援します」が掲げられ、職員の行動規範となっている。

利用者ヒアリング結果の満足度からも優しく丁寧なサービスが実施されていることが窺え
る。

理念、基本方針は、ホームページ、パンフレットに掲載されると共に、玄関および利用者が
集うデイルームに掲示されている。また、理念、基本方針を記載した紙が全職員に配布されて
おり、毎月の職員会議において読み上げて意識の確認を行なっている。

さらに今後、理念、基本方針の職場風土としての定着を目指して、活動の振り返りとその改
善策がケアに活かせるような実践テーマを設定しての取り組みが期待される。

理念、基本方針の利用者、家族への周知については不十分な面が見られるので、その想いも
含めて、例えば、納涼祭のチラシへの記載、家族あての広報誌を発行するなどの取り組みが求
められる。



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 事業計画が利用者等に周知されている。 ａ・ｂ・○ｃ

評価所見

中･長期計画の策定および中･長期計画を踏まえた事業計画の策定が今後の課題である。
中・長期的な計画としての、サービス提供能力の拡大計画、組織体制の見直し、設備の整備

等の経営上の重要事項については、必要の都度、理事会の議題として検討され実施に移されて
いるのが現状である。

事業計画が作成されてはいるが、年度の行事計画とその予算といった内容にとどまってい
る。事業報告については、行事の実施結果、参加者数、ボランティアの活動状況、誕生会情
報、入所者の推移分析といった内容となっている。

行事の中でも、毎年７月開催の納涼祭への取り組みは、準備から開催までプロジェクト体制
が組まれて実施されている。納涼祭終了後は、良かった点、改善点、改善案、来年に向けてと
いう内容のレポートを職員が作成し、翌年の開催内容のレベルアップを目指す仕組みとなって
いる。このような職員参加によるレベルアップに向けての取り組みは高く評価したい。

平成２５年の年頭の職員会議において、施設長挨拶として、幸寿苑を取り巻く経営環境、老
人福祉施設協議会よりの介護サービスのあり方に関する情報、また、施設の重点取り組みとし
て、①地域の利用者との積極的な交流、②仕事は自ら先に立って行なう，③資格への挑戦、④
講習･研修への積極的な参加などが述べられている。

上記の施設長の年頭挨拶を、事業計画における年度重点施策に取り込み、幹部職員、担当職
員が中心となって具体的な活動計画に仕上げての積極的な運用が望まれる。

事業計画の構成としては、理念･基本方針、幸寿苑を取り巻く経営環境、年度重点施策、目標
設定も含めた具体的な活動計画といった内容が望ましい。

また、事業計画および施設情報を利用者、家族に周知するためにも、わかりやすく説明した
資料の作成、家族あての広報誌を発行するなどの取り組みが求められる。

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

施設長の責任と権限については就業規則に定められており、職員会議の席上でも議題の内容
に応じてその責任を表明している。しかし、施設長の役割については、運営規程に記述されて
はいるが、具体性に欠けるため、職員の理解を得るには不十分と思われる。職員アンケートの
集計結果でも「施設長の役割が伝わっていない」という回答が多い。職員への理解を深めるた
めにも、職務分掌あるいは職務分担表の作成が望まれる。

法令順守･法令理解のための取り組みとしては、栃木県老人福祉施設協議会の研修会への参
加、栃木市特養･養護連絡協議会からの情報入手、また、提携している社会保険労務士事務所か
ら労務管理等に関する情報を入手している。

入手した情報については、職員会議の場で説明がされ周知に取り組んでいるが、職員アンケ
ートの集計結果では「十分といえない」という回答が多くなっている。

守らなくてはいけない法令･倫理については、わかりやすい具体的な資料を作成しての周知が
必要である。さらに、法令や制度関係の資料については、「一覧リスト」を作成すると共に、職
員が十分に活用するためにも保管場所の工夫が望まれる。

サービスの質の向上については、積極的な研修会への参加を、施設長の年頭挨拶でも意思表
明しており実行に移している。さらに、今回、第三者評価を受審することにより、施設開設以
降１８年間にわたって築きあげてきたサービスレベルの確認とレベルアップに向けての課題把
握に着手したところである。

また、施設長は、職員への現場での声かけにより職員の意見を取り込むような配慮をしてい
る。職場改善の具体例としては、職員提案による利用者の便宜を図るための食堂のテーブル高
さの変更、また、利用者の要望による施設内のＢＧＭ音楽放送があげられる。

経営の改善に向けての取り組みとしては、毎月、活動計画および貸借対照表についての残高
試算表を作成し、財務面での効率的な運用を行なっている。さらに、職員も含めての施設の運
営上の問題点、課題を分析しての業務効率化と改善に向けた取り組みが望まれる。具体策とし
ては、管理者層と職員代表との定期的な前向きの話し合いの場の設置が考えられる。

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

栃木県老人福祉施設協議会への参加、特に事務次長がこの協議会内の“２１世紀委員会”の
幹事を務めていることもあり、施設経営をとりまく情報の収集に努めている。また、栃木市特
養･養護連絡協議会より地域におけるニーズ動向などの情報入手を行なっている。

経営状況の分析と改善に関しては、毎月、残高試算表によるコスト分析、サービス利用者の
推移、入所待機者等の分析を行ない改善に努めている。経営状況や改善すべき課題についての
職員への周知については、職員アンケートの結果からも不十分な点が見られる。また、得られ
た情報を中･長期計画や各年度の事業計画に反映するような取り組みも期待したい。

外部監査は実施されていないが、社会福祉法人審査基準では法人運営の透明性の確保のため
にも、５年に１回程度、会計に関する専門家による外部監査を実施することが望ましいとして
いるので、実施の方向で検討をされることを期待したい。



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

社会福祉士や介護福祉士等の有資格者の配置等、必要な人材や人員体制についての具体的な
プランは、施設長の過去の経験から自身のノウハウとして蓄積されており、残念ながら明文化
されたものはない。事業の継続性、後継者の育成、情報の共有という点からも明文化しての運
営が求められる。

人事考課表については、過去に助成金を活用して社会保険労務士の指導により作成したが、
運用面での難しさがあり、実施までには至っていない。

職員の有給休暇の消化率や時間外労働のデータを定期的にチェックすると共に、給与明細に
記入し、職員へ通知するようにしている。しかし、データに基づいて改善策を検討する仕組み
については十分ではなく、職員アンケートの結果からも職員処遇の改善を求める意見が多く見
られる。管理者層、職員それぞれが熱心に利用者サービスに取り組んでいながら、このような
ギャップが生じていることは残念である。職員のモチベーション維持のためにも、管理者層と
職員間のコミュニケーション向上に向けての取り組みが必要とされる。具体策としては、前述
の「管理者の責任とリーダーシップ」の項でも取り上げた、管理者層と職員代表との定期的な
前向きの話し合いの場の設置が考えられる。また、個別面接についても一部の職員に留まって
おり、全職員を対象とした面接の実施が望まれる。

福利厚生や健康維持の取り組みとしては、定期健康診断に加えて、介護職員への腰痛ベルト
の支給、インフルエンザ予防接種への全額補助があげられる。今後は、さらに悩みを持つ職員
の相談窓口の設置等が望まれる。

施設長は人材の必要性、また、そのための人材育成の必要性については十分に認識している
が、残念ながら、施設が職員に求める基本姿勢や意識について明文化したものがない。２年後
には地域密着型小規模特別養護老人ホームの開設も控えており、基本姿勢や考え方の整理と共
に、中･長期計画や事業計画への明示が求められる。

平成２５年度の外部研修としては、栃木県老人福祉施設協議会主催の介護研修、研究発表会
への参加、自治医科大学付属病院での褥瘡対策講演会への参加などが見られる。

研修を受けた職員は、研修報告書を作成すると共に、職員会議の場で発表し情報の共有化に
努めている。しかし、研修結果の評価･分析については不十分な点が見られる。



職員一人ひとりについての教育･研修計画は策定されていないが、新人については、個別の職
員についての充実したシステムが確立されている。新人研修マニュアルに基づく教育を実施す
ると共に、１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月後の達成度チェック表が整備されている。

実習生の受入れに関する基本姿勢を明文化したものはないが、受入れにあたっては、学校と
の覚書を取り交わすと共に、責任者を決めて、事前説明、オリエンテーションを実施してい
る。実習の内容としては、福祉医療専門学校の実習、教員免許介護体験、ヘルパー実習、中学
生の職場体験等があげられる。

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

緊急時における安全確保に関しては、緊急対応マニュアル、事故対応マニュアル、ノロウイ
ルス感染対応マニュアル、感染症予防マニュアル等、リスクの種類別のマニュアルが整備され
ている。緊急連絡表も作成されている。しかし、職員アンケートの集計結果では、「具体的な活
動内容が周知されていない、出来ていないところがある」という回答が多く見られるので、周
知徹底、教育･訓練が今後の課題である。毎月、嘱託医出席の衛生委員会が開催され、衛生面で
の体制は十分に機能しているので、緊急時における安全確保についても、この委員会の検討事
項に加えて取り組みの強化を図ることが望まれる。

災害時の安全確保に関しては、防災マニュアルが整備されている。内容は、幸寿苑防災規
定、自衛消防隊の編成と任務、防災責任者、非常時の関係一覧表、幸寿苑防災計画と充実した
内容となっている。消防署と連携しての年２回の防災･避難誘導訓練が実施されると共に、電源
が止まった時の対応のために発電機２台の設置、水、食料等の備蓄も行われている。

利用者の日常生活における各種事故については、「ヒヤリハット報告書・事故報告書」が作成
され運用されてはいるが、要因分析と対策検討が現場レベルに留まっており不十分な点が見ら
れる。重大事故については、事故防止対策委員会を開催するなど、組織レベルでの掘り下げて
の再発防止策検討が望まれる。

さらに、報告書での要因記入方法が、記載されている要因項目に○印をつける方法となって
おり、安易な判断も想定されるので改善が求められる。

また、過去の事故事例とその対応などの集積ノウハウをもとに、現場に即した「事故防止チ
ェックリスト」の作成･活用も効果的な再発防止策として期待される。

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の考え方としては、施設の基本方針として「地域、家族と連携し、
利用者様が安心して生活できるよう支援します」を掲げている。また、ボランティアマニュア
ルでは、基本姿勢として「ボランティアを活用することで、施設と地域との信頼関係を築き、
共に地域において、よりよい施設をつくることを目指す」としている。今後は、事業計画の重
点施策としても取り上げ、地域との連携・交流の具体策と共に明示することが望まれる。

地域の人々と利用者との交流の例としては、まず、隣接する大平東小学校の全校児童によ
る、毎年の施設訪問による福祉学習があげられる。特に注目されるのは、５年生による「幸寿
苑に行こう・活動計画」という、児童自ら活動計画を作成しての取り組みである。総勢約５０
人のメンバーが、４～５名の班に分かれて、介護の手伝い、施設の清掃、マジック、紙芝居、
利用者とのゲームなどを実施している。利用者には笑顔が見られ元気づけともなっている。そ
の他の交流の例としては、多数のボランティアの協力、地域自治会長も参加しての７月の納涼
祭、また、地域の中学生の職場体験等があげられる。

事業所が有する機能を地域に還元するという点では、地域の老人会の招きにより、介護支援
専門員の派遣、また、隣接する小学校の行事の際に、施設の駐車場を提供するなどの取り組み
を行なっている。さらに、施設が保有する介護等についてのノウハウを使っての地域住民に対
する技術講習会、認知症についての啓発研修会等の積極的な開催が期待される。

ボランティアについては、マニュアルが整備され、基本姿勢の明文化とともに、対応責任
者、ボランティア登録カード等が定められ、積極的な受入れを行っている。ボランティアの内
容としては、お花見、運動会、納涼祭、遠足手伝いをはじめとして、傾聴ボランティア、理容
ボランティア、小学校、高校生による楽器演奏と多岐にわたっている。

必要な社会資源の明確化については関係機関一覧表が作成整備されているが、職員間での共
有化については十分でないことが職員アンケートの結果から窺える。

関係機関との連携については、施設内で重大な事故等があった場合の対応として、栃木市大
平町健康福祉課に連絡するようにすると共に、宿直室、事務所に非常通報装置を設けている。

さらに今後は、関係機関と共通の課題や問題事例についての検討会を開催する等、連携の強
化が期待される。

また、栃木市特養･養護連絡協議会よりの情報入手、地域包括支援センターとの定期的な連絡
等により、地域福祉ニーズの把握に努めているが、もっと積極的な取り組みが期待される。

地域のニーズのひとつに入所待機者が多いということがあり、地域の強い要望により、栃木
市の地域密着型小規模特別養護老人ホームの公募に参加し選定されたところである。

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

２年前に策定された理念・基本方針を、職員会議の冒頭出席者全員で唱和する取組みを始め
た。職員全員が利用者尊重について共通の理解を持つために役立っている。利用者のプライバ
シー保護については、入浴介助・排泄介助等のマニュアルに盛り込まれ、それに基づいて介護
が実施されるよう入社時の研修を行っている。しかし、日常介護の場面でマニュアルに基づい
たサービスが実施されているかどうかは改めて確認されておらず、今後プライバシー保護の観
点からも、介護状況を確認する仕組みの構築が望まれる。

日常介護の場面で、利用者への声掛け等により意見や要望を引き出そうとする姿勢が窺える
が、利用者の満足度を調査するしくみは構築されていない。利用者満足の向上のために、定期
的な利用者調査や家族アンケートなどの取り組みが望まれる。

また、「苦情・相談の対応マニュアル」が整えられてはいるものの、十分に機能しているとは
言えない。家族アンケートの結果では、要望や苦情に対する施設の対応に関する不満は寄せら
れておらず、的確に対応されている様子が窺えるが、苦情や意見を把握して解決に結びつけて
も、記録としては残していない。利用者や家族と職員で、意見や苦情に対する捉え方・認識の
差が見られるので、今後は利用者や家族の要望や意見も含めた苦情に対する気付きや個々の事
例に対する対応を記録し、これらを検証してサービス全体の改善・向上に結び付ける取組みを
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

今回初めて第三者評価を受審する。今回の結果も踏まえ、今後は職員全員が参加して継続的
に自己評価を実施するとともに、そこで抽出された課題の改善に取り組み、サービスの質の向
上を目指す体制づくりが望まれる。

サービスの標準的な実施方法について、生活相談員が中心となってマニュアルの作成、見直
しが実施されているものの、新旧のマニュアルが混在したままになっている。それらのマニュ
アルを整理するとともに、現場職員の意見を反映して必要に応じてマニュアルを改訂し、最新
のマニュアルを職員に周知する取り組みが望まれる。また、マニュアルに基づいたサービスが
実施されているかという観点で、日常の介護状況を確認するための仕組みの構築を期待する。

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って記録されている。
アセスメント・支援経過・モニタリング表・担当者会議録等は個人ファイルにまとめられ、そ
れらの確認や日々の申し送りによって情報の共有が図られている。

「個人情報・守秘義務マニュアル」や「プライバシー保護マニュアル」等があるものの、施
設の実務に即したものとはなっておらず、今後これらのマニュアルの整備とそれに基づいた記
録の適正管理が望まれる。

また、現在、介護記録についてもパソコンの導入が検討されており、パソコンの活用による
省力化や情報の共有化が期待される。今後それらの電子記録も含めた個人情報保護に基づく記
録の管理体制の構築が求められる。

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

法人のホームページには、決算資料の情報公開とともに、施設の設備やイベントの様子等が
写真入りで紹介されている。また、理念・基本方針の策定に伴いパンフレットを新たに作成し
たが、見学者や入所契約時に渡す程度に留まっており十分に活用されているとはいえない。今
後、パンフレットを公共施設等に配置するなど、利用希望者への情報提供に活用することを期
待する。

事業所の変更や家庭への移行にあたって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をしてい
る。日常的には事業所の移行というのは稀なケースではあるが、東日本大震災の折、当施設で
も被災地の施設から３名の利用者を受け入れている。こうした経験を活かし、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

入所時に利用者の身体状況や生活状況を把握して課題を明示し、サービス実施計画を作成し
ている。サービス実施計画は担当職員が毎月評価し、６ヶ月毎あるいは検討すべき課題が生じ
た場合はその都度再アセスメントを実施している。しかし、この手順について明示されたもの
はなく、こうした流れをフローチャート化するなど、サービス実施計画策定手順書の整備が望
まれる。

アセスメントの際には利用者や家族から口頭で意見や要望を聴取し、サービス実施計画に反
映しているが、家族の状況・都合により書面への署名・捺印の取得に苦慮する事例もある。こ
れは契約上必要不可欠なものであるので、速やかな処理方法の検討が求められる。

入所時のアセスメントにあたっては、認知症介護研究・研修東京センターの「認知症の人の
ためのケアマネジメントセンター方式」の中から『私の姿と気持ちシート』を活用している。
担当職員が、入所後２～３週までに作成し、利用者の様子を“絵”で表すことによって利用者
への親しみが生まれ、細かい項目で状況を書き込むことにより利用者に対する理解が深まり、
解決すべき課題の抽出にも有用なものとなっている。利用者の状況が変化した場合には、その
都度書き換えられ利用されている。また、２４時間シートに、時間ごとの利用者の行動や様
子、好みなどを書き込み、サービスの組み立てに活用して個別支援に取り組んでいる。

（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

（１）終末期ケア
入所時に「終末期における看取り等についての意向確認書」を記入してもらい、終末時の対

応の希望（延命措置の諾否、入院の諾否等）を確認している。終末期に入ったと嘱託医が診断
したときには家族等に意向を再確認して、施設での看取りまたは入院を決定し対応している。
利用者の６～７割は施設での看取りを希望しており、２０１２年度には１０名が看取られて亡
くなっている。

看取りの際の看護・介護は嘱託医師の指導のもと、看護師が中心となって進められるが、終



末期の看護・介護に関するマニュアルや看取りのための個別実施計画は作成されていない。終
末期や看取りについての外部・内部の研修とともに、今後、職員教育のためにもマニュアル等
の策定が望まれる。
（２）認知症支援

認知症対応については、対応マニュアルが策定されているが、使用されている字句等に旧来
使用されていた文言が残っているため、内容を精査の上、現代の趨勢に見合ったものへの見直
しが求められる。利用者の多くが認知症であり、コミュニケーションの取り方などに工夫が必
要であるが、職員は寄り添いながらの対応をしている。夜中に帰宅の願望を示し、玄関に歩み
を進めた利用者がいたが、静かにやさしく誘導している姿や、なかなか寝付けない利用者には
話を聞きながら忍耐強く対応をしている職員の姿が見受けられた。

利用者は１０名が個室ユニットケアであるが、他の４０名は４人部屋、２人部屋、１人部屋
の多床室ケアであり、二つのグループに分けて、グループケアに取り組んでいる。この人数に
ショートステイの最大２０名が加わるため、少人数ケアを実施しているとは言い難い。
（３）身体拘束防止への取り組み

身体拘束防止マニュアルを整備し、身体拘束をしないケアに取り組んでいるが、一部、ショ
ートステイ利用者等にベッド柵やミトン、つなぎ服着用が見られるとの職員アンケート回答が
ある。寝たきりや認知症の利用者が多く、拘束リスクが高い介護状況があるので、十分な対策
と身体拘束が必要な場合の記録等が求められる。
（４）権利侵害の防止

現在、成年後見制度や社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を利用している利用者はいな
い。生活相談員が日常生活自立支援事業の活動に代わる、預貯金の出し入れ等きめ細かな支援
をして、利用者や家族の便宜を図っている。しかしながら、利用者や家族の権利意識が今後ま
すます強くなると思われるので、無用なトラブルを避けるためにも、家族等との役割分担を検
討することを期待したい。

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

日常のサービスの実施については、施設の開所当初から勤続している中堅リーダー層職員が
サービスの質を作りあげ、後輩職員を現場で指導して一定の水準を保っている。
（１）入浴

浴室には個浴が２槽、リフト付浴槽が１槽、寝たまま入れる機械浴槽が１槽あり、利用者の
状態や希望に応じて選択して利用している。基本的には利用者は週２回、午後に入浴をしてい
る。その際、看護師がバイタルをチェックし、入浴の可否を判断している。介護度の高い利用
者についても、状態を見極めながら入浴を実施している。

利用者から入浴中に音楽が聴きたい、という希望があったため、施設内に有線放送の音楽を
流すことになった。
（２）排泄

共有スペースに数カ所トイレが配置されている。従来型の施設のため、一つひとつが個室ト
イレではなく、扉もカーテンであるため、プライバシー保護の点でやや難がある。

排泄・おむつ交換マニュアルがあり、排泄が自立している利用者以外は、起床時や食後に順
次トイレ誘導をしている。その際に職員は着用しているエプロンを着替えて対応するようにし
て、衛生面に気を配っている。

寝たきりの利用者の居室でのおむつ交換の際はカーテンを閉めるなどのプライバシーに注意
し、日中はおむつをトートバッグ等に入れて運ぶようにしておむつ交換が目立たないようにし
ている。
（３）食事

食事は外部委託業者が施設の厨房で調理している。毎月の給食委員会を通して委託業者とメ
ニューや行事食等の話し合いをし、日常的には連絡ノートを用いて、職員からの要望や利用者
の事情等を委託業者へ伝えて調理方法やメニューへの工夫を依頼している。

利用者の嗜好や禁忌等に配慮して代替メニューを用意しているが、選択食やバイキング食は
実施していない。誕生会や敬老会、遠足等には行事食を作り喜ばれている。

胃ろうや経鼻経管栄養の栄養補給は看護師が居室で実施している。一方寝たきりでもベッド
のままで食堂に移動し食事ができるようにしている。利用者の希望や状況に応じて居室で食事
を取ることもできる。

食事内容は、薄味であるがバラエティーのあるメニューとなっており、柔らかく食べやす
い。しかし、一部の利用者の食事についてお粥に全てのおかずを混ぜて食べてもらっているの
は、利用者の希望や半身麻痺の人が自分で食べやすいようにとの配慮からではあるとはいえ、



介助マニュアルには「ご飯やおかずを混ぜて食べさせてはいけない」と指示されていることも
あり、検討を要するように思われる。
（４）健康管理

看護師が嘱託医師との連携のもと、服薬管理、バイタルチェック、けがや褥瘡等の手当、経
管栄養管理、痰の吸引と介護職員への指導、在宅酸素管理、終末期の看護等々、利用者の個々
の状況に沿って健康管理をしている。嘱託医は週３回施設を訪れ、利用者一人ひとりの観察を
して、必要に応じて診察を行っている。

毎月衛生委員会を開催し、職員が適切な健康・衛生・感染症等の知識を得られるよう、ノロ
ウイルス、花粉症、熱中症、食中毒などテーマをもうけて話し合っている。

熱中症の予防や認知症状の改善に向けて、水分の摂取に努力しており、栄養士が黒糖、レモ
ン、塩を配合した特別飲料を作って用意していた。
（５）衣服

衣服は家族が用意したり、買い物外出の際に購入したり、年に２回は施設に業者がやってき
て展示販売を行うので、利用者はその機会を利用して購入したりしている。

着替えの自立をしている利用者もいるが、朝夕、介助を受けながら着替えをして、なるべく
昼と夜のメリハリがつく生活を心がけている。中には着替えをいやがる利用者もおり、無理強
いはしていない。パジャマの方が楽だと言って、日中もパジャマで暮らす利用者もいる。

施設には２か月に１回、刑務所で理容の研修を受けている受刑者が訪れて、希望者の散髪を
行っている。それ以外にも近所の理容師がやってきて散髪をしてくれている。
（６）居室・生活環境

施設には一つの個室ユニットケアエリアに１０名、多床室エリアに４０名とショートステイ
利用者２０名が分かれて生活している。ユニットケアの居室はそれぞれ好みの家具を持ち込ん
で個性に合わせた設えになっている。多床室は４人部屋、２人部屋、１人部屋があり、物入れ
と引き出し、飾り棚が作り付けられ、しきりはカーテンのみである。２人部屋は通路は確保さ
れているが、棚がベッド上部にあるため高くて使用しづらいとの利用者の意見があったため、
手の届く開き扉の物入れに棚を設けて利便性を向上させた。

多床室部分の共有スペースである食堂兼デイルームは明るく広い。テレビを見るためにソフ
ァを置いた団らんコーナーがあり、利用者がよく利用している。施設内には耳障りにならない
程度の音楽が流れており、掃除も行き届いていて、気持ちの良い空間となっている。
（７）寝たきり・褥瘡予防

利用者の平均要介護度が４.２６と非常に高く、寝たきりの利用者、胃ろうや経管栄養が必要
な利用者が多数入所している。その分褥瘡予防には気を遣っており、看護師が褥瘡になりそう
な小さな赤斑も見逃さず介護職員に手当の方法を指導していた。また、１日中寝たきりにさせ
ないために、健康状態や様子を見ながら車椅子に移乗させて離床し、散歩をしたり、他の利用
者と交流したりする機会をつくっている。
（８）口腔ケア

夕食後に歯磨きと口腔内の衛生を行っている。義歯は職員が除菌液につけ管理している。現
在のところ、歯科医師や歯科衛生士等に口腔衛生について指導を受けてはいない。
（９）機能訓練

看護職員が兼ねている機能訓練指導員が、個々のケアプランに基づいて、各利用者につき週
に１～２回、立位保持訓練や腕の上げ下ろし、膝の曲げ伸ばし等の訓練を実施し、機能訓練実
施記録を記入している。ただ、個人別の機能訓練計画書は作成されておらず、訓練の組織的な
評価もされていない。利用者の中にはもっと高度な機能訓練を希望する者もいる。各職種の連
携による、効果的な機能訓練を期待したい。
（10）趣味・生きがい

趣味のある利用者が貼り絵や塗り絵を楽しんだり、カラオケやテレビの視聴を楽しんだりし
ている。毎月、おやつの時間を利用して、おやつ作りや流しそうめんの催しを行ったり、利用
者の希望を聞いて山菜おこわや蕎麦打ち、新米のおにぎりづくりにも参加挑戦してもらったり
している。２か月に１回、職員による喫茶店を食堂で開店し、前もって利用者に好きなおやつ
を聞いて用意して喜んでもらっている。夜、食堂で洗濯したおしぼりを畳んでいる利用者もい



て、出来る人には役割を持ってもらう取り組みもある。
月１回、４、５名の傾聴ボランティアが来所し、利用者の話を聞いてもらっている。また、

隣接する大平東小学校の児童が学習と交流のために訪れる活動が定着していて、利用者の楽し
みとなっている。
（11）自立支援

食事の際、自助具やすくいざら、滑り止めマットを用意して、半身麻痺の利用者が自分で食
べられるようにして、食事の自立を促している。

入所時おむつをしていた利用者が立位の訓練や適時誘導で排泄の自立ができた例があるが、
施設全体でおむつ外しに取り組むのはこれからである。今は、グループから一人ずつ対象利用
者を選んで、排泄の自立のための取り組みを進めている。
（12）家族との連携

家族への連絡は主にケアマネジャーがケアプランの見直しの際に、家族の意向を確認するた
めに行っている。また、体調が思わしくないときには生活相談員かケアマネジャーが家族と頻
繁に連絡を取り、様子を知らせている。家族には月に１回は施設を訪れるように勧めている
が、訪問回数は家族によってまちまちである。家族への情報伝達にも利用できる広報誌は発行
されておらず、家族懇談会も開催していない。家族が参加する行事として納涼祭があり、８割
の家族が参加して好評を得ている。利用料の明細書発行など、日常的な情報伝達をこまめにす
ることにより、無用な誤解が生じないようにすることが望まれる。
（13）外出・外泊

年に数回、外出行事や買い物外出を行っているが、参加する人数は少なく、限られたメンバ
ーになっている。個別に外出や外泊を希望する場合は福祉タクシーを手配するなど便宜を図っ
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

事故対応マニュアルがあり、「ヒヤリハット報告書・事故報告書」を用いて、職員からの事故
事例を蓄積している。報告書では事故やヒヤリハットに至った要因を発見者に書かせて、職員
の気づきを促し、改善につなげようとしている。ヒヤリハットや事故事例は介護主任が集計・
分析し、職員会議等を通して職員に周知している。

昨年の事例には、配膳ミスによる２件の誤薬があり、以降、配布した薬が本人のものかどう
かを確実に確認する手続きを取るよう職員に徹底している。

ただ、ヒヤリハット・事故報告の記載や提出が少ないと管理者層は感じている。ヒヤリハッ
ト事例やヒヤリハットにも満たないような細かな気づきをどんどん出し合って、情報を職員間
で共有し、安全の向上とサービス改善につなげる仕組みを構築するとともに、重大事故につい
ては事故防止検討委員会等の開催が望まれる。


