
（別紙） 

第三者評価結果 

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、職員への周知は採用時や年度初めの全職員集会などで説明

するなど理解を深める取り組みが行われている。利用者や家族には入所時にパンフレットを渡し

説明すると共に施設内に掲示し閲覧できる状態となっているが、充分に周知がなされてはいな

い。 

 理解を深めるために職員への周知の機会を増やしたり、家族への理解を深めるため広報誌に理

念を掲載することなどが望まれる。  

 

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、具体的な取り組みを進めている。 a・b・c 

<評価所見> 

（改善が求められる点） 

 管理者は法人内の各事業所責任者連絡会で、国から市までの福祉事業の動向と各事業所内の経

営状況を把握しているが、地域の各種福祉計画の動向及び内容把握や、それらの分析活用による

事業計画への反映が望まれる。 

 

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> 

（改善が求められる点） 



 中・長期計画、及び中・長期収支計画は策定されていない。単年度の事業計画には長期的な視

点を反映することが望まれる。 事業計画策定及びその状況把握・評価は各グループや委員会など

の担当職員が参画立案しているが、その内容の記録化と、評価の結果による計画の見直しが求め

られる。また、家族への周知方法が事業所内での対策で留まっており、配布など周知と理解を促

す取り組みが望まれる。 

 

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で自主評価など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。よってこの項目は今回は該当しない。 

 

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） 

 事業所の各部署代表によるネットワーク会議の報告内容から、福祉サービスの質の向上への指

導・助言をしている。更にベッドから車椅子への移乗、トイレ介助、入浴介助など負担が大きく

かかる作業に対しては業務の効率化も含めた、負荷の軽減を図るために介護ロボットの導入の検

討による腰痛予防対策などに積極的に取り組んでいる。 

（改善が求められる点） 

 文書化されている管理者の職務内容についての職員への説明と理解、遵守すべき法令などの各

種説明会などへ積極的に参加しているが、その内容の職員への説明・浸透などが共に不足してい

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> 

（特に評価が高い点） 

 職員は人事制度に基づき半年ごとの目標と成果を設定した業務計画を作成している。上司によ

る目標の達成に向けて助言や指導などが行われ、次の目標についても助言をするなど管理者によ

る人事評価と、昇進など処遇に活かされている。また、職員の労務管理、休暇取得、心身健康な

どの就業状況に対して面接、産休への配慮、健康診断や予防接種などで就業環境の改善を図って

いる。 

（改善が求められる点） 

 各職員の業務計画を半年ごとの面接評価により、成果と共に問題点、反省点、当面の処置など

を把握・具体化しているので、その結果を職員教育・研修に活かすことが望まれる。 

 

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> 

（特に評価が高い点） 

 事業所の理念や事業計画、事業報告、予算、決算情報などを公開し、毎月の決算を会計事務所

による監査を受け、毎年度の決算を 5月決算時に公認会計士を含む監事による監査を受けて、財

務体質改善などの助言を受けている。 



 

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> 

（特に評価が高い点） 

 利用者の買い物や通院の送迎、お祭りなどの行事・選挙への参加支援、昨年から地域交流プロ

ジェクトを立ち上げ、毎月のゴミ拾いやコミュニティ祭りで事業所の広報紙配布、介護方法の紹

介などを実施している。また、鹿沼市と協定を締結し災害時の避難先となっている。 

（改善が求められる点） 

 ボランティアを受け入れているがその対応マニュアル整備、病院や保健所など事業所に必要な

社会資源機関などとの連携が望まれる。 

 

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> 

（特に評価が高い点） 

 多床室の仕切りをカーテンから障子に切り替えている。事業所の情報をホームページで公開し

ている。見学に対しては館内を相談員などが案内する。またショートステイの希望者を受入れが

できる。施設への入所時や介護サービスの変更時などは本人または代理人に対して説明・解説し

た後、同意したことの確認を得ている。 

 医療機関や他の施設への移動時などは介護・看護サマリーを、在宅復帰時には施設ケアマネか

ら情報引継ぎを、福祉サービス終了後には相談員が必要に応じて対応するなど、福祉サービスの

継続性に配慮している。 

 毎月の事故対策防止委員会で事故報告書を発行し、対応策の評価・見直し、分析結果など月毎

の振り返りを行ない事故防止に努めている。感染症などには感染症予防対策委員会がその時期に

応じた注意喚起を行うと共に、流行時期前に対応の勉強会を職員に実施している。インフルエン

ザについては直接触れる手摺りを拭くこと、さらには感染症の種類ごとに予防対策マニュアルを

作成する予定である。 

（改善が求められる点） 

 利用者の意見や要望・提案などの吸い上げや、苦情などの解決の仕組みが不足している。家族

からの相談は生活相談員と施設ケアマネージャーの方が相談しやすいようである。また利用者か

らの要望などを受け付ける意見箱は、在ることは認識されているようだが利用は少ない。 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

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> 

（特に評価が高い点） 

 介護支援専門員によるアセスメントの後、各職種参加による担当者会議でサービス計画が話し

合われている。サービス計画は直接介護にあたる職員が随時確認できるようまとめられたファイ

ルがグループフロアに設置されている。 

 サービス計画立案時に見直し時期を設定しているが、緊急に見直しが必要となった場合は見直

し時期前の担当者会議を開催し、隋時見直しに繋げている。介護支援専門員のモニタリングによ

り経過を確認している。 

（改善が求められる点） 

 ２４時間シートなど標準的に定められた仕組みで実施しているが、その標準的な実施方法を定

期的に検証し、必要な見直しを実施することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（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 

利用者一人ひとりに応じた生活支援について毎月のグループ会議で検討されているが場面ごと

の対応が多いので、利用者一人ひとりの全体像の把握に繋げるため「24 時間シート」作成の取

り組みを開始したところである。 

外出が 1 対 1 の対応となるため外出対応職員の確保が難しく、外出の回数が制限されている。外

出は食事が一番の楽しみなので、（立地的にこの地域は出前が制限されるので）それぞれの希望

を聴いて職員が買いに行く等の対応をして、利用者に喜ばれている。 

定期的に華道クラブ、書道クラブ、レクリエーションクラブ、お料理クラブなどの趣味活動や作

品の展示、リハビリテーションの一環として歌を歌うなど、楽しみ、メリハリのある生活ができ

るよう工夫している。 

利用者への言葉使いについて勉強会や研修会を開催し理論としては理解されているが、現場では

業務が重なったりアクシデントの時等に、不適切な言葉遣いが聞かれる事がある。その都度、そ

の場でケアマネジャーや生活相談員、グループリーダーが、注意の声かけを繰り返し行うことで、

職員の気づきと意識改革に向けて取り組み中である。 

  

 

  

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 

入浴前に看護師によるバイタルチェックを行い入浴の可否を判断し、基本週 2 回、特浴・リフト

浴・個浴・清拭など利用者の状態や希望に合わせて選定し実施している。風呂は毎日入浴可能状

態に準備されているので、入浴拒否や体調不良の場合は、入浴日や時間を変更して対応しており、

ホワイトボートに個々の入浴情報を掲示し、職員で確認・共有している。 

排泄委員会で「排泄ケアコンシェルジュ」を招いてオムツの当て方やおむつ製品の特色などの勉

強会を開き、個々に適した介助ができるよう配慮している。夜間は施設の構造上、トイレから遠



い居室もあり、一部ポータブルトイレを設置し使用している。排泄パターン表については、24

時間シートの中で、全体の生活の中に組み入れて記録・作成し、そこから自立に向けた働きかけ

に繋げるよう、取り組みを始めたところである。 

出来るかぎり自力で移乗・移動できるよう一人ひとりの状態に合わせた支援を行っている。 

毎年、新しい福祉用具を導入しているが、利用者の状況の変化に合わせた数・種類を一度に揃え

ることが難しく環境整備がし切れていない部分がある。環境整備委員会で車椅子の清掃点検を毎

月定期的に行っている。 

褥瘡防止委員会において、褥瘡の発生予防・標準的な実施方法について内部での勉強会を開催し、

職員に周知徹底を図っている。栄養スクリーニングや危険度判定を行い、環境整備委員会と協同

してエアーマットや圧力分散マットレスなど使用寝具、福祉用具を選定し対応する等、総合的な

褥瘡予防への取り組みを行っている。 

 

 

 

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 

利用者の希望献立や、季節の献立、手作りおやつなどを実施し、苦手な食材は代替え品で対応す

るなど美味しく食べられるよう配慮している。食堂の座席配置や利用者の状態にあったテーブ

ル・椅子の高さ調整等について、利用者の状況に合わせて更なる工夫・改善の余地がある。 

食事量の確認については、全体が 7 割以下摂取の場合には業務日誌に記録し、毎月末 3 日間は利

用者一人ひとりについて全員の食事摂取状況・水分摂取量をチェック・記録し、個々に応じて食

事内容・量などを調整して提供している。利用者一人ひとりの嚥下能力の低下や一時的体調不良

の場合には、食事伝票を作成し普通食、ソフト食、ペースト食、刻み食、流動食など複数の食事

形態を用意し、その人に合った食事を提供している。 

担当者会議で口腔衛生について検討されており、１グループが食事前に口腔体操を始め、口の動

きがよくなった等の効果が出ているので、誤燕性肺炎の予防からも今後全体に普及するようすす

める方向である。食後の歯磨きは利用者の状況により個々に沿った対応をしているが、入れ歯の

利用者が多いので就寝前ケアは徹底しているが、日中の歯磨きがうがいのみの方等がいるため十

分には行えていない点がある。 

 

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 

昨年は 12 名の看取りがあった。入所時に終末期ケアの看取りについて説明し、利用者、家族の

希望に基づき依頼・承諾書を提出して頂いている。「ターミナルケア指針」「終末期ケア説明書」

｢看取り期の介護マニュアル｣「終末期ケア依頼・承諾書」｢看取りについて事前確認書｣｢緊急時

対応マニュアル｣その他など詳細に整備されており、都度、利用者・家族の意向を確認しながら、

最後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。振り返りや職員のケアを含めデス

カンファレンス、意見交換を行い、問題点や改善点を明らかにし次に活かすための取り組みを行

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 

入所者のほとんどに認知症がみられるが、認知症専門医での受診・診断・判定は利用者一人ひと

りの状況、諸々の事情等で難しい状態にあるため、診断確認はされていない利用者が多く、医療

スタッフと連携して周辺症状について分析を行っているが、十分とは言えない。認知症グループ

会議、担当者会議で、課題検討用紙を用いて日常生活能力・残存能力の評価について話し合い、

コップゆすぎ、お茶入れ、おしぼりをたたんで巻くなどスタッフと一緒に生活動作訓練として行

っている。居室については同室者の組み合わせに配慮したり、居室が解らない人には目印に人形

を下げたりしているが、自分で部屋に行ける人が少なく職員が送ることが多い。また、長い廊下

やフロアの一部にいくつかの休憩スペース（ベッド、ソファー）を設置し、一人の時間確保や休

憩している利用者も多い。新しく用務員が配属され清掃面ではきれいになったが、環境整備・整

理整頓の面では、スロープに物が置いてあるなど、安全面から注意・改善が望まれる。 

 

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 

毎月 1 回、理学療法士の訪問指導・助言を受け、機能訓練指導員(常勤)が個別機能訓練計画を作

成している。その内容について理学療法士に確認し相談しながら実施している。計画書・実施記

録はあるが、評価・見直し・振り返りが記録として残されていない。機能訓練は基本全員対象だ

が、家族の要望、利用者の状況に応じて担当者会議の中で検討し対応している。また、生活動作

訓練は半数くらいの利用者が行っており、意図的に立ち座り回数を増やしたり、ちょっと先まで

歩く等、声かけ励ましながら介護職員が働きかけて行っている。生活動作訓練はケアプランの中

には記載されているが、日常の生活の一場面で行っているので、評価・見直し等の記録がされて



いない。 

 

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 

入所時に重要事項説明書の中で、利用者・家族に容体急変等緊急時の対応体制についての説明が

されており、週 2 日の入浴前に看護師によるバイタルチェックが義務付けられている。他に普段

と違う様子の時には介護職員から看護職員へ報告し、状態の確認を行っており、必要時には嘱託

医に連絡を入れ助言をいただいたり往診を受けるなどの体制が確立している。高齢者の病気や観

察ポイント等の勉強会を行っている。薬の効果や副作用に関する研修などはまだ行われていない

が業務内で看護師から介護士への伝達は行われている。服薬管理、服薬確認については看護師が

行い、配薬トレーに個々の名前を付けて一人ずつ配布し、飲み忘れ、飲み間違いのないように確

認している。 

職員については毎年インフルエンザ予防接種、定期健康診断を行っているが、日常的な健康チェ

ック機能などはない。感染症・食中毒の予防・まん延防止に関する指針、感染対策マニュアルが

整備され、感染症対策委員会が、毎月その時々の感染症に対しての研修を実施している。 

 

 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 

建物の劣化・老朽化について都度対応しているが、地震後の損傷で雨漏りする箇所について、有

効な補修が出来ていない。また、立地条件的にカビの発生しやすい居室があり、除湿対応のエア

コンに入れ替え置き型の除湿器も備えて、常時運転する等で対応をしている。 

環境整備委員会が設置され、室内環境衛生管理、備品の整備・管理、環境美化運動等の活動を行

い、利用者が快適に過ごせるよう努めている。面会相談室を利用者の談話スペースとして利用し

たり、長い廊下の所どころにソファーが設置され、静かな一人の時間を過ごしたり、それぞれ思

い思いに寛ろげる場所を確保する等の工夫をしている。 

 

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 

利用者の健康状態、生活状況について、3 カ月毎に近況報告や「オレンジ通信」を郵送したり、

暑中見舞い、年賀状などを送り交流を図っている。体調不良時には看護師が電話で状況報告をし、

必要な時には来ていただいて相談したり、「施設サービス計画書」策定の際には、家族への聞き

取りを行い、意向・希望を反映している。 

施設主催で敬老の会(七福会)を開催し、20 数名の家族の方を迎え、ご長寿の方の発表やお祝い、

家族一緒の昼食、ボランティアによる催し物を見るなど楽しい時間を過ごしている。 

また、家族会主催で収穫祭等の行事が年に数回開催されるなど、利用者家族との関わりや連携を

深めている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


