
 

 

（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> 

 「やすらぎの里シエスタ」（以降シエスタと記載）は特別養護老人ホーム「やすらぎの里・大

田原」に併設する形で平成２７年４月に開設した個室ユニット型特別養護老人ホームである。運

営主体である社会福祉法人清友会は東京都練馬区で特養を、大田原市では養護老人ホームを運営

しており、「やすらぎの里・大田原」には通所介護や居宅介護支援の事業所も併設している。法

人全体の運営理念として「ご利用者の信頼と期待に応え、だれ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～」を掲げている。理念は事業所のパンフレットや法人の

ホームページに掲載するとともに、地域住民に開放されている多目的ホールに掲示し、さらに職

員が携行する名票の裏側にも印刷されて周知を図っている。また、サービス基本方針として「①

利用者一人ひとりのニーズに応える支援、②職員間・家族・地域との連携、③笑顔あふれる施設」

を掲げ、年度の事業計画書に明記し職員に周知している。 

 理念にある「誰からも選ばれる施設に」を具現化するために、入所判定の公平性と厳密性を徹

底し、やすらぎの里・大田原を含め事業所全体としてどんな状態の利用者でも受け入れを断らな

いことを自らに課して運営している。 

ユニット型特養の特徴を「ユニットそれぞれに特色のある暮らし」ととらえ、職員が話しあっ

て各ユニットの年度目標を作成して支援の指針としている。ユニット年度目標は広報誌に掲載す

るとともに、利用者の家族が面会に来た時などに説明し周知している。 

 法人は、平成２９年４月に障害者支援などを実施している千葉県および東京都の関連法人と合

併・統合する予定である。その際は、統合した法人の理念のほかに事業種別に対応したわかりや

すい理念を職員とともに作り上げることが期待される。 

 

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、具体的な取組を進めている。 a・○b ・c 

<評価所見> 

経営状況や経営課題については、理事会等において役員間での共有がなされ、運営委員会、職

員会議等を通じて職員に周知している。地域の需要動向、福祉サービスのニーズ、潜在的利用者



 

 

に関するデータは地域包括支援センター等から収集しているものの、経営課題を把握、分析し、

計画に反映させるという点で、取り組みがやや弱い。 

人員の確保が難しいことが大きな経営課題であり、新卒者や若者の採用に努めているものの、

時間帯によっては人手が足りない様子も窺われるので、人員計画に基づく採用活動と育成の取り

組みの強化が求められる。 

 

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 

<評価所見> 

中・長期的なビジョンは理事会で方向性について話し合われているものの、法人としての中・

長期計画は策定されておらず、年度の事業計画も中・長期計画を踏まえた内容とはなっていない。

平成２９年度より関連法人との合併が予定されており、それにより、障害者福祉や児童福祉分野

に事業展開する方針とのことだが、地域ニーズや周辺の事業環境に対応した具体的な計画を策定

することが求められる。 

既存の特養老人ホーム施設と合同で「運営委員会」を設置し、各部署、職種の責任者が集まっ

て施設全体に係わる意思決定を行う仕組であり、当該施設の代表者も出席している。運営委員会

での協議確認内容は、ユニットリーダー会議、ユニット会議（ユニットごとの職員会議）を通じ

て個々の職員への周知が図られ、逆に意見の反映が行われている。 

年度初めに施設及び各ユニットの事業計画、年度目標が設定され、リーダー会議、ユニット会

議等を通じて毎月進捗状況を確認し、評価・見直しを行っている。今後は、事業計画の内容に現

場の意向を反映させ、職員全体の理解を促す取り組みの強化が期待される。 

 事業計画は、法人のホームページで一般公開しているほか、施設内でも閲覧できるようにして

いるものの、利用者、家族等に対して分かりやすく説明する取り組みは弱い。 

 

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> 

平成１６年から取り組んできたＩＳＯ認証による品質管理システムの構築が一段落したため、

今後は認証を継続せず、第三者評価制度を活用した福祉サービスの質の向上の組織的な取り組み

を進めている。月１回の運営委員会が品質管理に係わる基幹会議として位置づけられ、ＰＤＣＡ

サイクルに基づく福祉サービスの質の向上に関する組織的な取り組みが実施されている。業務ご

とに課題を抽出して必要な予防措置を明確化し、不適合な事態が生じた場合には是正措置を行う

ことになっている。現場レベルでは、リーダー会議やユニット会議等で確認事項の周知徹底を図

るとともに、年１回の家族アンケートで寄せられた意見について話し合い、業務改善に活かして

いる。 

新卒者等の若い職員が多く、会議等で自分の意見を言えず、内容を理解しきれていない職員も

いるため、今後は、自己評価や家族アンケート等を通じて明確となった課題について、ユニット

会議等の場で丁寧に説明し、理解を深める取り組みの強化が期待される。 

 

 

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> 

施設長の役割と責任については業務分担表で文書化され、運営委員会等において表明するな

ど、職員への周知が図られている。今後は、広報誌等に掲載するなど、広く職員全体に積極的に

表明する取り組みが期待される。施設長は、老人福祉施設協議会等の研修会に参加し、遵守すべ

き法令等を把握するよう努めている。 

施設長は、福祉サービスの質の向上に意欲を持ち、運営委員会等において積極的にコメントし、

リーダー会議に出席して課題の解決について話し合っている。特に問題のある場合には、ユニッ

ト会議にも出席して、直接、職員への指導と教育に当たっている。 

施設長は、運営委員会のメンバーが将来的に施設全体の経営に責任を負う立場として成長する

よう、担当部署の数値目標の達成に責任を持たせ、指導・育成を図っている。 

 



 

 

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> 

若者の雇用管理の環境を整備し、平成２９年１月に「ユースエール認定企業」として厚生労働

大臣の認定を受けている。高等学校からインターンシップや施設見学を受け入れ、専門学校や大

学にも求人票を提出し、ハローワーク主催の面接会等にも積極的に参加するなど、新卒者や若者

の採用に努めている。一方で、採用難の中で必要な人材の確保は難しく、意欲のある若者がいれ

ば福祉関係の知識や経験が乏しくとも採用し、基礎から教育する必要があるため、人材の育成に

時間がかかることが課題となっている。 

年２回、施設長が職員全員と個人面談を実施し、要望の聞き取りを行いつつ、目標や課題意識

の共有化を図っている。事業所全体で心の健康づくり推進計画を策定し、管理者研修を行うなど、

メンタルヘルス対策も実施している。 

平成２８年度より人事考課制度を整備し、年２回、業績及び能力の評価を行い、賞与等の処遇

に反映させる仕組の運用を開始した。上司と部下の間で評価や目標をすり合わせる機会となって

おり、今後は、個々の職員が人事考課の目的を理解し、その結果について納得した上で意欲を持

って働けるよう、フィードバックの強化等、さらなる内容の充実が期待される。 

職員アンケートで出された要望も踏まえて年間研修計画を作成し、毎月１～２回、施設内研修

が実施されている。施設内研修に参加できなかった職員に対しては、ユニットごとに会議録を回

覧し、研修内容の共有化を図っている。一方で、介護職員としての経験が短い若い職員が多いこ

ともあり、職員ごとに習熟度に大きな差がみられる。今後は、階層別研修の機会を十分に確保す

るとともに、習熟度に配慮した個別的なＯＪＴを適切に行うことにより、個々の職員の知識の取

得状況や技術水準に応じた教育・研修の強化が求められる。 



 

 

実習生受入マニュアルを整備し、日々の目的を確認しながら、要望に沿った実習指導に心掛け

ている。医療福祉系の大学から実習生を受け入れた際には、実習生から施設への感想や意見を聞

き、必要に応じて業務の改善にいかしている。実習生が口コミで職場の魅力を友人に伝え、新卒

採用につながった事例もある。 

 

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> 

ホームページや年１～２回の広報誌の発行を通じて、法人・施設の理念や事業計画、決算情報

等について、情報公開を行っている。今後は、福祉サービスの質の向上への取り組み内容、寄せ

られた相談内容等についても主体的に提示していく積極的な取り組みが期待される。 

福祉施設の経理に詳しい専門家等による内部監査を実施し、適正な経営・運営に努めているも

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実施

していない。 

 

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> 

（地域との関係構築） 

 利用者が地域住民と交流する機会としては、ユニットごとの外出や地域の祭りの観覧、法人の

養護老人ホームの納涼祭に出かけること、施設全体で開催される秋祭りへの参加などであるが、

親しく交流するということまでには至っていない。 



 

 

 ボランティア受け入れのための規定はなく、やすらぎの里・大田原で開催されているボランテ

ィアによる演奏会やマジックショーなどに参加している程度である。利用者の生活を豊かにする

ために、シエスタとしてどのようなボランティアが必要なのかの受け入れの方針を明確にし、受

け入れの際の注意事項を定めるなどの体制整備が求められる。 

（関係機関との連携） 

 福祉事務所や警察署、消防署、病院その他の地域資源を把握し、職員会議などで職員に周知し

ている。事業所連絡会などを通して行政や市内の同種事業所等との情報交換を行っている。入所

判定委員会には民生委員が就任しており、委員会の開催日に民生委員との情報交換を行ってい

る。また、大田原市と協定を結び、災害時に地域住民の要援護者や要介護者を受け入れる取り決

めをしている。 

（地域福祉向上のための取り組み） 

 シエスタ開設の際に地域交流スペースとして多目的ホールを設置し、地域住民の集会等の利用

に供している。また、利用者、家族、地域住民などに広報して、利用者家族がかかわった映画の

上映会を開催したこともある。さらに、近隣住民２軒と防災協定を結び、災害の際には互いに協

力することを確認している。 

 市からの依頼により、施設全体として生活保護受給者の受け入れや虐待などによる緊急措置入

所の対応を行っている。施設が田園地帯にあり近隣に住宅街等がないため、市民・住民がちょっ

と立ち寄るというような立地環境ではない。また、居宅介護支援事業所が併設されていることに

より、シエスタが直接、住民からの相談を受けることはない。統合法人への移行が予定されてい

ることでもあり、入所サービス利用には至らないような福祉ニーズ（配食サービスや多目的ホー

ルを利用したサロンの運営など）に事業所が対応できるものはないか、検討することが期待され

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。 

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 

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> 

（利用者尊重の姿勢） 

 理念や基本方針では「その人らしい生活と尊厳を守る介護」を謳い、職員間では個別支援の徹

底を話し合い、実現に向けて努力している。また、接遇に関して８つの実践内容をポスターにし

て廊下や職員トイレに掲示し、常に利用者本位の対応に向けて働きかけている。 

 サービス提供マニュアルには「プライバシー保護と虐待防止」の項目を設けて、利用者のプラ

イバシーへの配慮を職員に周知している。居室が個室のため、利用者のプライバシーはある程度

保たれている。多くの家族が面会に訪れているが、ほかの利用者のプライバシーや介助場面に配

慮し、居室での面会を推奨している。一方、排泄介助などの介護場面においては一部プライバシ

ー保護に合致しない対応が見られる。 

（福祉サービス提供の際の自己決定） 

 事業所のパンフレットを施設の窓口に設置するとともに市役所や地域包括支援センターに配

布し、地域への回覧をして新規利用の開拓を行っている。特養の利用を考えている人や家族の見

学を受け入れており、生活相談員（ケアマネ兼務）や介護副主任が案内をしている。現在のとこ

ろ希望するケースはないが、短期入所ユニットに空きがあれば体験入所も可能である。 

 入所に至る手順は決められているが、特に明文化されてはいない。入所判定で入所候補者にな

った場合には家庭訪問するなどして利用に関する説明をしたうえで基本調査をして利用開始と

なる。意思疎通が困難な利用者への説明対応について工夫などを明文化した文書はなく、家族と

の合意を優先して利用が決定されているのが実情である。 

 利用者が入院するなどの場合は、相手先の書類に記入して情報伝達をし、特養利用者が在宅へ

復帰する場合は、地域包括支援センターにつないで情報を伝達することになっている。その場合

の施設側の決まった書式は作られていないので、情報伝達の文書書式を整えておくことが期待さ

れる。  

（利用者満足の向上） 



 

 

 利用者の満足度を測るための定期的な調査は実施していないが、利用者からは個別に生活の困

りごとを聞き、改善を図るとともに満足度を推察している。家族アンケートを年１回実施し、結

果を特養会議で発表するとともにユニット会議にかけて改善にむすびつけている。家族アンケー

トで出てきた内容から、職員の対応の改善を図っている。家族からは普段の利用者の暮らしの様

子を知りたいとの要望があったため、家族が集まった敬老会の懇親会でＤＶＤを上映して理解し

てもらった。 

（利用者意見・苦情への対応） 

 苦情解決のための規定を設け、重要事項説明書に記載し、事業所の廊下にも掲示して利用者や

家族に周知している。開所当初、何件かの苦情申し出があり、また、利用者や家族目線で苦情に

つながる内容を職員からも聴取し改善を図っている。苦情申出人には改善への経緯と結果を報告

しているが、ホームページや広報誌で取りあげて公表する取り組みには至っていない。今回の調

査からは苦情解決第三者委員が設置されているなどの苦情解決の仕組の理解が今ひとつ進んで

いないことも明らかであるので、広報誌で取り上げるなどの取り組みが求められる。 

 意見や要望に対応するためのマニュアルはないが、１階と２階のホールに意見箱を設置すると

ともに家族アンケートを実施し、苦情解決の規定を援用して対応している。利用者から意見や要

望を聞き、個別の支援にかかわる内容は介護計画に反映するようにし、事業所全体にかかわる内

容は運営に反映するようにしている。家族が面会に来た時にも意見や感想を聞き、サービスの向

上に資するようにしている。 

（安心・安全な福祉サービスの提供） 

 サービス提供マニュアルに「介護事故防止委員会とリスクマネジメント」の項目を設け、職員

に周知している。事故やけが、転倒、誤薬等の事故報告書を事故防止委員会で集約して内容を検

討、分析し改善につなげている。最近では与薬手順や褥瘡予防の仕組について話し合い改善を図

っている。 

 サービスマニュアルに「感染症予防」の項目を設け、感染症の知識と対策等を職員に周知して

いる。看護師をリーダーとする感染症対策委員会があり、新しい感染症の知見と対策を話し合っ

ている。各ユニットにはノロウィルス対策として、嘔吐物の処理用具キットを用意し、図入りの

マニュアルを添付して職員誰でもが適切に対応できるようにしている。また、職員自身や職員の

家族が感染症に罹患した場合の出勤対応の取り決めを策定し周知している。 

 防災のマニュアルを策定するほか、毎年２回火災避難訓練を実施している。訓練には消防署員

の立ち合いを求め、意見を聞いている。災害備蓄品の精査と準備をすると共に、直近の防災・避

難訓練においては、炊き出しの実地訓練を行っている。 

 

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 

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> 

（標準的実施方法） 

標準的な実施方法として、１番の「接遇」から始まり２５番の「預り金」まで、実施する支援

内容について細かく記された「サービス提供マニュアル」があり、内部研修などで職員に周知を

図っている。さらにユニットごとに「業務別分担表」を作成し、個別に対応しなければならない

事項について明記して、普段支援に入らない職員が代わりに入る時でも同じ支援が出来るよう定

められている。経験ある職員と新人職員の習熟度に差があり支援内容にバラつきがみられるため

個別指導なども行っている。新任職員も含めた一律の研修方法では、研修内容を十分に理解する

ことが難しい職員もいるため、習熟度に応じた段階別の研修会を開くことなどが期待される。 

基本となるマニュアルについてはやすらぎの里全体で適宜検証され見直されているが、改訂の

理由や日付け等の記録は残されておらず、今後改訂の記録を明記してどのような理由で改訂が行

われたかの記録を残していく仕組づくりが望まれる。ユニットごとの「業務別分担表」では必要

に応じて細かく見直しが行われるため、職員は常に「業務別分担表」を確認して支援にあたって

いる。 

（アセスメントとサービス実施計画） 

入所時に「利用調査票」や家族に記入してもらう「２４時間暮らしの意向確認シート」などを

使ってアセスメントを行いサービス実施計画に反映させている。入所後は介護職員からの情報と

日々の生活の様子を現場で確認し、ケース記録や看護日誌等を参考に状態を把握し個別に面接し

てサービス実施計画を策定している。アセスメントやサービス実施計画の策定には関係職員の意

見を集約して利用者のニーズを抽出することが必要であるが、「様々な職種の職員が参加して協議

しているか」との職員アンケートでは約半数が出来ていないところがあると回答している。アセ

スメントからサービス計画策定までの流れがわかり、なぜそのような計画となっているのかを１

枚の書式で誰もが理解しやすい「宮城方式」のアセスメントツールの利用を検討しており、関係

職員の参画のもと実施されていく事を期待したい。 

サービス実施計画は半年ごとまたは必要時に見直されており、利用者の身体状況や生活のニー

ズを具体的に示し、必要な支援内容について明記し利用者・家族の同意を得ている。職員アンケ

ートの中で、サービス内容が変更された場合、それぞれの利用者に関係する職員に周知されてい

るかどうかの設問には約６割の職員が出来ていないところがあると答えており、今後サービス計

画内容の職員への周知が確実に行われるような対策が必要である。 

（サービス実施等の記録） 

利用者に関するサービス実施状況は、定められた様式に従ってパソコン入力し記録されている。



 

 

記録には実施した支援内容が時間を追って記入されているが、利用者の様子がどうであったか、

計画に基づいた支援内容になっているかという点に関しての記載は十分ではない。職員はサービ

ス実施計画に基づいて支援を行っているということを、常に振り返り確認することが望まれる。

記録の確認は関係職員に限りパソコン上で閲覧することが出来、職員間で情報共有出来るように

なっている。 

利用者の記録の管理について保管・廃棄を含めた内容の品質管理規定があり責任者は施設長と

明記され、個人ファイルは事務所に保管されている。個人情報の取り扱いについて契約書の中で

利用者や家族に説明し同意を得ている。施設に居ることを他の人に知らせないで欲しいという利

用者・家族もおり、広報誌などに当該利用者の写真を掲載しない等の配慮をしている。利用者の

支援内容を入力する際のパソコン画面が、ユニットによっては廊下側から覗き見ることが出来る

など、プライバシー保護の観点からも今後検討を要する場面も見受けられた。 

  



 

 

（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 

（一人ひとりに応じた一日の過ごし方） 

「利用者ひとりひとりがその人らしく生きることを支えます」とサービスの基本方針を示し、

一人ひとりに合わせたケアを目指している。入所時に利用者の意向確認アセスメントシートを記

入してもらい、これまでの環境や生活習慣等を把握して、２４時間シートを作成し利用者の一人

ひとりに応じた生活が出来るように配慮している。朝食は７時半頃から起きてきた順に食べ始め

る。夕食後は自室で過ごす人や、リビングでテレビを見てからゆっくりお茶を飲んで就寝する人、

パジャマに着替える人や本人の希望で着替えない人など様々であり職員は個別に対応している。

カラオケや園芸、大人の塗り絵や折り紙など趣味や興味のある活動に参加したり、希望に応じ買

い物や地域のお祭りなど、個別での外出支援やグループでの外出等を行ったりしているが、職員

の人数が限られている為、十分には対応できない場合もある。 

（一人ひとりに合わせたコミュニケーションの工夫） 

各会議において言葉遣いや接遇マナーを議題にあげ職員の質の向上をはかり、言葉遣いや接遇

が悪い時は注意し合える職場環境を目指している。難聴や失語症の人には、大きな声や筆談・ジ

ェスチャーなどでコミュニケーションを行っている。職員一人で対応しなければならない時間帯

に、援助の際利用者に話しかける余裕のない職員も見受けられた。利用者面接調査の中で話しや

すい職員とそうではない職員がいると回答した利用者もおり、日頃から利用者とのコミュニケー

ションを密に図りながら、利用者の想いを受け止め職員と利用者との信頼関係を構築していくこ

とが望まれる。 

 

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 

  評価所見 



 

 

（入浴支援） 

入浴は脱衣し入浴してから着替えるまでの一連の流れを職員と一対一の個浴で対応している。

入浴は週２回で入浴希望時間に合うよう調整し、夜間入浴希望者には可能な限りシフト調整をし

て支援しており、利用者の状況に応じてシャワー浴や清拭を行うなど対応している。機械浴は購

入の際に職員が実際に体験して、チェアーに腰かけたまま浴槽へスライド移動出来る最新式の装

置を導入した。安心感があり職員の介護負担も少なく利用者に安心安全な機械浴での入浴が提供

されている。 

（排泄介助） 

座位が保てる利用者に対しては、２４時間シートや排泄チェック表で排泄のタイミングを確認

し適宜に声を掛けトイレ誘導し、トイレでの排泄を促している。誘導後は見守る場合とトイレを

離れブザーを待つ場合があり利用者の状況に合わせて対応している。排泄の状況は、自分でトイ

レに行く人も含め職員が必ず確認し記録している。このような取り組みによりリハビリパンツか

ら布パンツになったり、パッドの必要性がなくなったりした成果がみられている。排泄介助の手

順を定めたマニュアルがあり職員は注意すべき事項について確認しているが、トイレ介助後の手

指消毒やプライバシーに配慮した支援について徹底されていない場面もみられ、職員の支援方法

に一部バラつきがみられた。 

（心身の状況に合わせた移乗・移動） 

利用者の心身の状況に応じて利用者に合った福祉用具を利用してもらい、移動や移乗を安心安

全に行い支援している。ユニット内は車いすで自走できる十分な広さが確保されており、利用者

のやる気や痛みなどが無いかを確認しながら支援している。身体状況が悪化してしまい移乗が困

難な場合は他部署と協力しタオル移乗等の方法を用い４人体制で対応するなどしている。 

（褥瘡予防） 

褥瘡予防については褥瘡対策委員会を月に１度開催し対策を検討して実施している。全利用者

に対して褥瘡リスクアセスメント・予防治療計画書を使用し総合的にリスク判定を行い、褥瘡リ

スクを高・中・低に分類し経過を記録している。看護師が中心となり医療的な対応の他、栄養士

による栄養面での支援や介護職員による体位交換、状態に合った寝具の使用、入浴時の全身観察

など、予防計画に基づいた多職種連携の実践により褥瘡が改善され、褥瘡の予防に成果をあげて

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 



 

 

（食事の工夫） 

食事は厨房からユニット用の保温ケースで配送され、ご飯とお粥、みそ汁はユニットごとに炊

くので温かいまま提供される。ユニットのキッチンで利用者に応じて刻み食や一口大に切ったり

して盛り付ける。栄養士、管理栄養士がユニットを巡回し食事環境を確認している。年に 1 回

嗜好調査を行い聞き取った内容と、ユニット会議や給食委員会での意見を参考に献立の作成を行

っている。朝食の鰯の煮つけをオムレツに替えるなど、苦手な献立があった場合には代替えメニ

ューが用意される。ユニット菜園で採れた野菜等は調理計画書を提出して使用することや、用意

されたメニューのおやつを断わってユニットで手作りおやつを作る時もある。夕食は遅番の職員

が一人でせわしく対応している場面も見受けられるので、なごやかな雰囲気でゆっくりと楽しみ

ながら食事をするという工夫が求められる。その点朝食は起きてきた順に食べ始めるのでそれぞ

れのペースで食事が摂れている。 

（心身の状況に応じた食事の提供） 

管理栄養士が作成する利用者一人ひとりの栄養ケア計画に基づき、食事の形態は常食、一口大、

小刻み柔らか食、ソフト食の４段階に分かれ利用者の状況に合わせて提供されている。シエスタ

ではまだソフト食を食べている利用者はいないが、見た目もきれいでおいしいソフト食の提供は

嚥下機能の低下した利用者の食べる楽しみや意欲を発揮させるものである。職員の利用者へのか

かわりが増えより良い支援ができるように、この２月より一口大と刻み食は厨房でカットし用意

されることになった。その様な取り組みの一方で、食事介助については急かして食べさせたり、

無言のまま介助したりとマニュアルに反した支援をしている場面も一部見受けられることから、

職員研修や個別指導等で食事介助についてのマニュアルの周知徹底をはかり、職員の意識の向上

を図ることを期待したい。 

（口腔ケア） 

口腔ケアに関しての研修等は行われているが、歯科医師などからの専門的な助言や指導は受け

てはおらず口腔体操等もたまにしか行ってはいない。残歯がある人には歯ブラシで歯磨きをして

もらい職員が確認している。入れ歯の洗浄などは見守りや助言で行う人、介助を受ける人などそ

の人の状態に合わせて行っている。誤嚥性肺炎の予防のためにも口腔ケアの重要性を認識し、職

員の共通認識のもとでケアを行っていくことが求められる。 

 

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 

入所時に看取りの方針と内容を示した「看取りに関する指針」を提示し、終末期の看取り等に

関する事前確認書、及び同意書をもらい意向の確認をしている。開所して２年でまだ看取りの経

験はないが、実際に看取りの段階に近づいた時には、詳しい内容が記された看取りに関するマニ

ュアルに基づき、本人、家族の要望があれば実施できるようになっている。 

 

 

 



 

 

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 

（認知症に配慮したケア） 

利用者の認知症日常生活自立度がⅠ～Ⅳまでと幅広く、その内重度とされるⅢ以上の人が約３

分の２を占めており、内部研修・外部研修において職員の認知症に対する理解を深める取り組み

を行っている。洗濯物を畳むことや食事の後の食器の片付けなど、利用者が自分で出来る事は行

えるように支援している。外部に講師として派遣できるほどのベテラン職員がいる一方で、まだ

ケアについての理解が浅い職員においては様々な場面で無言のまま介助を行っている姿が見受

けられ、利用者の尊厳を尊重した受容的な関りという点からみても今後の課題となっている。 

（認知症高齢者のための環境整備） 

行動の予測がつかない利用者もいるため、何が危険かを考慮し物の収納場所などを工夫してい

る。転倒防止のために夜間ベッドから離れた時に関知出来るセンサーを取り付けて安全対策をし

ている。自分の居室がわからなくなる利用者には絵や目印の表示をしてわかりやすくし、利用者

の動線を考えた居室内の家具の配置や、好みの飾りつけをして落ち着ける場所にするなど安心・

安全に生活出来るよう工夫している。居室はすべて個室で、居室の並びが直線的ではなく、また、

ユニットにリビングスペースが２箇所ある。利用者にとっては自分の好みの場所を選ぶことがで

き、落ち着ける環境が整っている一方で、職員にとっては死角が多く、見守りや支援に工夫が必

要である。 

 

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 

手引きによる歩行が可能な人はトイレまで歩くことやシルバーカーを使って歩くなど、日常生

活動作の中でリハビリにつながるような支援を行っている。短期入所のリビングに集まってラジ

オ体操などを行うことや、個別に歩行訓練や体操等も実施しているが職員配置の都合上実施でき

ない時もある。 

 

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 

（利用者の健康管理） 

年２回健康診断を実施しており、週２回嘱託医の回診がある。かかりつけ医へ定期受診をして

いる利用者もおり、月１回酸素濃度の測定や、入浴日や必要時に血圧や体温などを測り日頃から

体調の変化を見逃さないよう記録をとり健康管理している。急に体調が悪化した場合は、看護緊

急時フローチャートマニュアルに従いそれぞれの状況に応じて対応している。服薬については処

方された薬を看護師が受け取り確認し、各ユニットにその日の薬を昼・夕・寝る前・翌朝の１日

分の薬を配り介護職員がそこでもさらに確認している。服薬マニュアルがあり「顔写真付き服薬

カード」を作成し、誤薬・残薬が無いことを確認し配薬服薬チェック表に記録している。 

（感染症、食中毒発生予防） 

感染予防マニュアルがあり、感染予防委員会を毎月開催し内容を職員へ周知するとともに、内

部研修において予防学を学んでいる。利用者にインフルエンザの予防接種を受けてもらったり、

１２月１日～２月２８日までをインフルエンザ等の予防対策として家族の面会を控えてもらっ

たり、玄関にマスクと消毒剤を設置し、来訪者の手指消毒とマスク着用を呼び掛けている。各ユ

ニットに空気清浄機を設置し、居室においては各家庭に購入を依頼している。 

 

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 

 建物や設備の維持管理に関しては責任者を置き、自主点検を行うほか定期的に業者に点検を委

託し、不備があれば改修・修繕を行っている。 

 各ユニットには共有スペースとして食堂兼居間とこたつなどを設置できるリビングスペース

がある。テーブルの配置やリビングスペースのしつらえ、装飾等はユニットに任されており、ユ

ニットはそれぞれ異なった雰囲気をつくり出している。利用者は居室で過ごす人、食堂に長くい

る人、リビングスペースでくつろぐ人、仮寝をする人など思い思いに過ごしている。 

 居室には洗面台とエアコン、ベッド、小箪笥があらかじめ設置されており、利用者は好みに応

じてテレビや物入れなどをもちこんで、個性的に部屋作りをしている。ベッドは３種類用意され、

利用者の身体状況に適したものを使用できるようにしている。 

 

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 



 

 

 現在のところ家族の面会頻度は高く、面会の際に施設で撮った写真などを見せながら利用者の

様子や暮らしぶりを伝えている。面会の少ない家族には、利用者へ届く役所からの通知状などの

郵便物を取りに来てもらったり、介護計画への同意のサインをもらうための来所を促したりし

て、利用者と家族との関係が途切れないように配慮している。施設の行事やユニットごとの催し

物への参加を呼びかけ、花見の際にはお弁当を持参してもらって利用者とともに食べ、面会に来

た家族もレクリエーションに参加してもらうなど、家族を巻き込み利用者にとってシエスタの暮

らしが楽しいものになるよう工夫し喜んでもらっている。また、そのような機会を利用して施設

に対する意見や要望を聞き取り、利用者の支援や事業運営の改善に役立てている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 


