
別紙） 

第三者評価結果 

 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。 

 

ｂ 

<コメント> 

理念・基本方針は広報誌・ホームページ・施設内にも掲示されていますが、利用者も理念に沿

った日々を送れるように、目立つ所に掲示されるなど検討することが望ましい。 

職員に対してはリーダー会議・職員会議等で周知しています。 

 

 

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。 

ｂ 

<コメント> 

管理者は特別養護連絡協議会や老人福祉施設協議会等の会議に出席して、社会福祉事業全体の

動向や地域での福祉に対する動向と各事業所内の経営状況を把握しています。また、施設の利用

者数や待機者数等のデータも把握しています。 

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。 

 

ｂ 

<コメント> 

経営状況や課題については理事・監事の間でも共有されています。さらに管理職会議では戦略

会議を行っています。また、会議の効率化を考え、会議の際に各委員会の関連する議案を検討し、

職員には周知されています。 

 

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。 

Ｃ 

<コメント> 

長期的なビジョンと計画は策定されて無いが、法人内の三施設では前年度を総括し当該年度の

解決すべき課題を共有しています。課題の中には時間がかかる内容も出ていますので、展望が持



てるようにビジョンと計画を策定することを期待します。 

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。 ｂ 

 

<コメント> 

中・長期計画は策定されて無いが、介護福祉士が少ないため加算要件を満たさないことから有

資格者を計画的に増やすことや、事業用車両のランニングコスト低減を図るため耐用年数を経過

する車両から順次リース車両に転換するなど、個別具体的な事業方針が明確化され、単年度計画

に反映されています。今後、経営トップである理事長が中心となって、これらを組織全体で展望

できる中長期計画が策定できるよう期待します。 

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。 

ｂ 

<コメント> 

事業計画の実施確認は、前の職場でも経験を活かし書式を統一し、時期・手順を決め確認しや

すくなりました。職員会議で前年度の反省が反映されています。 

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。 

 

ｂ 

<コメント> 

事業計画は事務所のカウンターで閲覧可能となっており、ＨＰにも掲載されていますが、理解

を促す取り組みは行われていません。施設の「たより」等で、家族や利用者にも理解できるよう

な取り組みを期待したい。 

 

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。 

ｂ 

<コメント> 

ＰＤＣＡサイクルはケアマネジャーが取り組んでいる。職員はこの考えを自然に支援の中で取

り組んでいますので、計画策定・実行・評価・アクションを意識化するように、組織的な取り組

みとして定着させることが望ましい。 

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。 

Ｃ 

<コメント> 

今回は初めての受審であり、職員全員の自己評価は実施されていません。自己評価項目には福

祉が果たすべき方向性や内容が記載されていますので、後日、自己評価を全職員に実施し、課題

などを分析し、改善課題に取り組んで頂きたい。 

 



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。 

ｂ 

<コメント> 

施設長の職務分担については、「誠心園職務規程」において明確になっていますが、職員アンケ

ート結果を見る限りでは施設長の職務がまだ職員に理解されていません。積極的に役割を理解し

て頂くように会議等でも周知を図っていただきたい。 

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。 

ｂ 

<コメント> 

採用時における法令遵守に関わる「誓約書」の提出や、朝礼及び各種会議において法定違反の

事件やニュース等を具体的に取り上げるなど職員に遵守の徹底を図っていますが、取り組み内容

が文書化されると、分かりやすい法令遵守の教育研修の資料にもなりますので検討を願いたい。 

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。 

ｂ 

<コメント> 

職員や職員間で情報をしっかり伝えることを重視し、各種職員会議では他部門を含めたスケジ

ュールの周知や、対応すべき課題の話し合いを行っています。また、職員一人ひとりとの双方向

的な議論（「納得性」）を大切にしています。こうした機会を増やし、更に福祉サービスの質の向

上につながっていく事を期待します。 

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。 

ｂ 

<コメント> 

時間外勤務が特定の職員に集中していることもあり、業務分担を見直し、効率的な業務執行体

制を目指しています。また、現在行っている施設の大規模改修中における入浴介助業務の変更な

どをとおし、人員配置や応援時間など業務の見直しの機会となり更なる改善を期待します。 

 

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。 

Ｃ 

<コメント> 

実習生の受け入れ等を行い人材確保への取り組みは確認できました。人手が足りない等の意見

もありましたが、人員基準の人員は確保出来ています。計画性をもって多彩な人材確保の取り組



みを期待します。 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 

 

Ｃ 

<コメント> 

「期待する職員像」は持っていますが文書化や言葉では伝えていません。日々の業務の中で見

えてくるものとの意見もありましたが、自らの将来像を描くことが出来るような取り組みや、能

力開発、人事考課制度等、職員と共に検討し文書化されることを期待します。 

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。 

ｂ 

<コメント> 

労務管理責任者が設置され、職員の有給休暇や時間外労働のデータも把握しています。介護現

場において計画的に有給休暇を取得するよう促しています。賞与支給の機会を捉えて、職員一人

ひとりから働きにくさや意向などを丁寧に聞き取って、リーダー会議でその改善策案について議

論するなかで、処遇改善の取り組みも行われることで、定着率もあがり平均年数も高くなってい

ます。 

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。 

 

ｂ 

<コメント> 

年２回の賞与支給時に施設長面談を行い、課題や取り組みについて話し合う機会を設け、期待

することや気になることを施設長から伝えています。このプロセスは人材育成の目標管理にもつ

ながる取り組みですので、評価項目にあるように、今後さらに各職員の目標設定は、・目標項目・

目標水準・目標期限・面接などの組立の取り組みを期待します。 

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。 

Ｃ 

<コメント> 

研修に関する基本方針は策定されて無いが、中身のある研修・身になる研修・テーマ性がある

研修・今必要な研修・双方向性のある研修を目指しています。事故再発防止研修では施設の最新

事故データ分析結果と事例集などの資料をもとに、各グループ会議で話し合いを行うとともに、

「介護事故予防ガイドライン」（三菱総研）による代表的事故（転倒・誤薬・誤飲など）の予防方

法などの研修が実施されています。今後は、施設としての教育・研修の基本方針を策定し、職員

全員で共有できるよう明文化されることを期待します。 

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。 

 

ｂ 

<コメント> 

外部講師を招いての施設内研修、資格取得やスキルアップのための介護福祉士や介護支援専門

員など外部養成研修への参加などに積極的に取り組んでいます。今後は、長期的な展望に立った

人財育成を兼ねた研修企画を期待します。 

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研修・育成につ

いて体制を整備し、積極的な取組をしている。 

ｂ 

<コメント> 

介護支援専門員や初任者研修等の実習生受け入れや、中学生の福祉体験実習の協力、チャレン

ジボランティアの受け入れなどを積極的に行っています。実習受け入れ後のカリキュラムや指導

プログラムが整備されていません。資料としては初任研修マニュアルを参考にしながら実習生を

指導していますので、今後、実習受け入れ体制の確立や、標準的な支援計画等が活用されるよう

整備を願いたい。 

 

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。 

 

ｂ 

<コメント> 

施設内には苦情・相談の掲示やポストが設置してあります。また、ブログによる行事等（写真

を多用）の情報発信やＨＰには、法人概要・沿革・決算概要・サービス内容・見学案内等、全面

公開を行い透明性の向上に努めている。パンフレットは写真が多く安心感を与えています。施設

の事業計画、予算、事業報告、苦情内容に関する情報等の公表はしています。 

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。 

ｂ 

<コメント>  

透明性の高い運営が確認出来ました。監事（税理士）が役員や管理職に対して、経営や施設運

営での課題を指摘しており、適正に取り組んでいます。今後は外部監査を受けるなど、より透明

性の高い運営を目指していただきたい。 

 

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。 

 

ｂ 

<コメント> 

基本方針に「地域社会の発展にこれまで以上に貢献します」と明記されているとおり、地域と

協力した恒例の「納涼会」（第２０回）の実施や、「誠心園杯」（地元グランドゴルフ協会）の開催

など地域に根ざした交流事業を実施しています。今後も継続していくことを期待します。 

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。 

ｂ 

<コメント>  

介護ボランティア（社会福祉協議会が事務局）や地元中学生の職場体験、幼稚園児の訪問など

受け入れを積極的に行い、感想文は施設内掲示されています。散髪ボランティアは親子で長年奉



仕され利用者から喜ばれています。ボランティアの幅広い活動等に対し、受け入れ等に関する方

針とマニュアル等の整備を期待します。 

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。 

ｂ 

<コメント> 

地域包括支援センター、居宅介護事業所等日頃から連携を取り、特に各種医療機関・地域の駐

在所署員・行政関係者・薬局の方など電話番号簿は事務所内に備えられている。虐待ケースや無

断外出者などに即応できる体制も整っている。今後は、社会資源のリストアップを整備し、連携

が更に進むことを期待します。 

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 

<コメント> 

グランドゴルフ大会「誠心園杯」を開催するなど地域に根差した事業に取り組んでいます。そ

のほか、市の後援による市民公開講座・健康講座・ニコニコ介護予防エクササイズを実施してい

ます。また、災害時の地域被害者の避難所ともなっています。更に、施設の特徴を活かした取り

組み等を期待します。 

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。 

ｂ 

<コメント> 

施設内の地域包括支援センターによる地域のいきいきサロン・介護予防教室などの開催や、高

齢者虐待等の相談も受けています。気軽に情報を持ってきてくれる場として活動が定着していま

す。 

今後は特養が主体となった取り組みも期待します。 

 

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。 

ｂ 

<コメント>  

理念に「自分も受けたいケア・自分も利用したい施設・それを施設は目指します」を掲げ、来

訪者や職員が常に目にする場所に掲示してあります。また、会議や研修などにおいては、この理

念を基にさまざまな課題解決に取り組んでいます。 

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。 

ｂ 

<コメント> 



プライバシー保護等の権利擁護については規程を整備し、重要事項説明書のなかにも明記され

ています。また、各種会議や職員研修時においても、サービスを提供するに当たって最も重要な

配慮事項であることの理解を促している。しかしながら、デイサービス利用者の排泄介助時にカ

ーテン間の一部から中が見える状況があったので、さらなる配慮を期待します。 

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。 

  ｂ 

<コメント> 

写真入りのパンフレット等を使用し必要な情報を提供しています。見学や一日利用の希望も多

く対応しています。しかし、パンフレットが古い内容のままでしたので、法改正等に即したもの

に変える事が望まれます。 

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 

<コメント> 

契約時に「入所案内」・「契約書」・「重要事項説明書」等を利用し、利用者・家族等に説明し、

本人が署名することが困難な場合には、家族等の代理人が署名押印しています。その他、「所持金

等の保管に関する合意書」、「個人情報に関する同意書」「終末期の見取り等についての意向確認書」

「緊急時の確認書」等の説明も行われ、説明内容も個人記録に記載されていました。利用者に急

変があった場合には、家族等に知らせ必要に応じ説明・確認を行い、連携を図っています。 

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 

<コメント> 

帰宅願望が強かった利用者を、地域の社会資源と連携し在宅での生活支援、見守りを活用し在

宅復帰されました。今後も継続して取り組んでいただければと思います。 

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。 

ｂ 

<コメント> 

利用者満足度調査等を定期的には行っていませんが、行事やレク後には反応を聞いています。

職員会議では行事の反省会を行い、次回企画に反映されています。入所していることを知られた

くないということで、家族会の設置はされていません。今後の課題です。 

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。 

 

ｂ 

<コメント> 

苦情受付箱を設置し周知もされています。苦情解決規程も確認できました。第三者委員の相談

などの導入等で、苦情の言いやすい環境づくりを更に工夫して頂きたい。 

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。 

ｂ 

<コメント> 



相談室等にて面談や相談を受け付けているが、巡回時に気軽に生活相談員が行っています。入

所期間が長い利用者が多いので、寄り添ってくれている職員に相談することも多く、「病院へ行き

たいので連れて行って欲しい」等、家族の了解を得て同行しています。居室で相談を受けること

も多い。 

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 

<コメント>   

相談の規程や具体的な対応マニュアルも整備されています。施設長・生活相談員・職員が利用

者と同じ目線で、相談や意見を聞き、施設全体で迅速に対応されています。 

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 

<コメント> 

リスクマネジメント体制はマニュアル等も整備され、グループリーダーが中心となり処遇会議

（施設内多職種で構成）を開催（月１回以上）し、個別事故内容及び配慮すべき点を確認してい

ます。重大事故（医療機関受診ケース）については、その都度施設長を中心に事故再発防止検討

委員会を開催し、原因究明と再発防止を話し合っています。また、各事業リーダー等を構成員と

するサービス調整会議において、上半期毎の事故分析と再発防止研修を実施し、事例を通した実

践的な研修に力点を置いています。 

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 

<コメント> 

 感染症対策マニュアルが整備され、研修も行われ、安全確保のための体制を確立しています。

インフルエンザ・ノロウイルス等の発生時を想定したその対応を徹底的に検証し、予防・発生時

対応など、看護師を中心に全職員で行っています。 

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。 

ｂ 

<コメント> 

東日本大震災の時に被災者を受け入れた経験やハード面で、近くの川が氾濫し 1階が浸水し２

階に避難した経験もあり、ソフト面で夜間を想定しての連絡網は緊急電話装置の側に掲示してい

ます。消防訓練や災害時対応体制もできています。「災害・防災マニュアル」として文章化の整理

を願いたい。 

 

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。 

ｂ 

<コメント> 

実際の支援では声掛けも良く出来ていますが、職員誰もが統一した支援ができる標準的な実施



方法の文書化はできていません。新人や実習生にも必要ですので作成されることを期待します。 

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。 

ｂ 

<コメント> 

実際の支援方法は、職員会議で見直しを検討しています。標準的なマニュアルはありませんが

修正内容は会議録に記載されています。仕組みとしては出来ています。新人職員の指導にも使え

ますのでマニュアル整備を進めて頂きたい。 

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支援計画を適切に策定して

いる。 

ｂ 

<コメント> 

一人ひとり、適切なアセスメントを行っているのは確認できました。サービス開始時における

アセスメント手順・見直し等組織的に定められています。 

43 Ⅲ-２-(２)-② 定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っている。 

 

ｂ 

<コメント> 

記録上では２年間の支援計画が記載されています。組織として評価・見直しに関する手順が定

められていますが、必要に応じてカンファレンスを行い評価・見直しを行っています。さらに、

実施計画変更の手順と関係職員への周知の方法等の工夫を期待します。 

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 

<コメント> 

利用者一人ひとりのサービスの計画・実施状況が介護・看護・訓練・栄養など、部門ごとにま

とめが記載され、課題も記載されていました。日々の記録には計画・課題・ニーズ等が計画に反

映された記録になっていました。介護支援の記録は４～10日毎に記録され、本人の状態も詳しく

記録されていました。 

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。 

 

ｂ 

<コメント> 

利用者に関する個人情報等の保管・保存・破棄・情報の提供等は規程に定められています。個

人情報の取り扱いについても、利用者や家族に説明し同意を得ています。職員等に対して教育・

研修は行っていますが、研修記録として残して下さい。 

 

 

Ａ－１ 生活支援の基本と権利擁護 

 第三者評価結果 

Ａ－１－（１） 生活支援の基本 

Ａ① Ａ-１-（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。 

ｂ 



<コメント> 

利用者一人ひとりの一日のスケジュール・一週間・一カ月の予定が記載されており、個別に対

応している事が確認できました。一日の過ごし方が毎日同じようにならないように工夫されてい

ますが、さらなる自立に配慮した工夫をしていただきたい。ホールでは私服に着替え、理髪の後

はにこやかな笑顔でした。 

Ａ② Ａ-１-（１）-① 利用者の心身の状況に合わせて自立した生活が営め

るよう支援している。 

― 

<コメント> 

該当せず 

Ａ③ Ａ-１-（１）-① 利用者の心身の状況に応じた生活支援（生活相談等）

を行っている。 

― 

<コメント> 

該当せず 

Ａ④ Ａ-１-（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。 

ｂ 

<コメント> 

職員は利用者一人ひとりに目線を合わせ、体を屈めながら会話をしている姿がありました。施

設長も気軽に声かけをしており、会話不足では支援ができないし把握ができないと説明していま

した。ケース記録にて個別にコミュニケーションをとっている事を確認する事もできました。ど

ういう支援を行ったのか、利用者の思いや希望をもう少し詳細に記録に残すと良いと思います。 

Ａ－１－（２） 権利擁護 

Ａ⑤ Ａ-１-（２）-① 利用者の権利侵害の防止等に関する取組が徹底され

ている。 

ａ 

<コメント> 

身体拘束は原則禁止されているのでしていません。権利擁護は守るべき当たり前の事で、職員

会議では話されています。マニュアルは整備されています。職員の入れ替わることもありますが、

利用者に対する職員の気になる言動等に対して、組織や職員同士で注意喚起等の取り組みが行わ

れています。 

 

Ａ－２ 環境の整備 

 第三者評価結果 

Ａ－２－（１） 利用者の快適性への配慮 

Ａ⑥ Ａ-２-（１）-① 福祉施設・事業所の環境について、利用者の快適性

に配慮している。 

ａ 

<コメント> 

建物は 20年前に建築され、外壁、浴室等大改装中です。廊下は広く、各自の居室は車椅子でも

余裕を持って移動できる広さになっています。居室内は明るく、多床室も家具等で間仕切り、個

人のスペースを確保できています。車いす用のトイレ・洗面所もあり、加湿器を設置する等、快

適に過ごせる環境になっています。 

 



Ａ－３ 生活支援 

 第三者評価結果 

Ａ－３－（１） 利用者の状況に応じた支援 

Ａ⑦ Ａ-３-（１）-① 入浴支援を利用者の心身の状況に合わせて行ってい

る。 

ｂ 

<コメント> 

入浴は週 2回入浴日時を決めていますが、利用者の心身の状況や感染症、意向に合わせて検討と

見直し、入浴順の配慮を行っています。また利用者の健康状態等必要に応じて入浴日以外の日で

も、入浴あるいはシャワー浴、清拭等ができます。利用者が自力でできる場合でも安全の見守り、

心身の状況や意向に合わせた、機械浴、一般浴、個浴等いくつかの種類の浴槽が整備されシャワ

ーチェア等の福祉用具も用意されています。 

Ａ⑧ Ａ-３-（１）-② 排せつの支援を利用者の心身の状況に合わせて行っ

ている。 

ｂ 

<コメント> 

排泄に関しては利用者の心身の状況に合わせた支援を行っている事が確認出来ました。利用者

が気兼ねしないように配慮し手際よく必要に応じて声掛けを行いながら介助しています。利用者

個々の状況に応じておむつに頼らずトイレでの排泄が行えるよう支援しています。 

Ａ⑨ Ａ-３-（１）-③ 移動支援を利用者の心身の状況に合わせて行ってい

る。 

ａ 

<コメント> 

利用者の心身の状況、意向を踏まえてできる限り自力で移動できる支援を行っています。また、

心身の状況に応じて、車イス、歩行器等の福祉用具の活用で、自力での移動しやすい環境も整え

られ、安全に移動・移行・移乗の介助を実施する取り組みも行っています。また、車いすの空気

圧やブレーキの点検も行っています。 

Ａ－３－（２） 食生活 

Ａ⑩ Ａ-３-（２）-① 食事をおいしく食べられるよう工夫している。 

 

ａ 

<コメント> 

食事に関しては外部業者の導入ですが、衛生管理体制を確立しマニュアルにもとづき衛生管理

が適切に行われています。一人ひとりに合わせた嗜好調査、残食調査、アレルギー対応など行わ

れ、利用者一人ひとりに合わせて、普通食・刻みやペーストにするなどの食べやすい工夫、メニ

ューも郷土食や行事食等取り入れられ、郷土や季節感を感じられる工夫されています。また、厨

房内がガラスで内部が見えるなど工夫している様子が確認する事ができました。 

Ａ⑪ Ａ-３-（２）-② 食事の提供、支援を利用者の心身の状況に合わせて行っている。 

 

ｂ 

<コメント> 

食事形態に関して工夫され、小さく刻んだ食材は、箸でしっかり集中して挟み食べておりまし

た。リハビリの機能が活かされていました。利用者の嚥下状態の評価等が確認できませんでした

ので記録に残されると良いと思います。水分摂取量は記録され把握できています。 

Ａ⑫ Ａ-３-（２）-③ 利用者の状況に応じた口腔ケアを行っている。 ｂ 



 

<コメント> 

年１回の歯科検診に加え、利用者の口腔清掃の自立度を把握し、食後の口腔ケアも利用者一人

ひとりに応じた口腔ケア計画のもと実施・評価・見直しが実践されていました。食事の前には口

腔運動、ブクブクぺーの運動を取り入れ頬の運動や舌だし運動も行っていました。義歯の利用者

の状況に必要に応じた義歯の着脱、清潔、保管についての援助等も取り組まれています。 

Ａ－３－（３） 褥瘡発生予防・ケア 

Ａ⑬ Ａ-３-（３）-① 褥瘡の発生予防・ケアを行っている。 

 

ａ 

<コメント> 

褥瘡に関しては看護師を中心に褥瘡対策研修や個別指導等の方策を講じ、予防・悪化の防止に

努めている事が確認出来ました。万一褥瘡(発赤)が出た場合には、福祉用具の活用や体位交換を

頻回にする等の悪化防止の周知も図られています。 

 

Ａ－３－（４） 介護職員等による喀痰吸引・経管栄養 

Ａ⑭ Ａ-３-（４）-① 介護職員等による喀痰吸引・経管栄養を実施するた

めの体制を確立し、取組を行っている。 

b 

<コメント> 

看護師の指導・助言のもと喀痰吸引・経管栄養が可能な、安全管理体制が構築されています。

介護職員等の喀痰吸引・経管栄養に関する職員研修や個別指導等を行っていますが、定期的に実

施・見直し記録の書き方等を工夫して下さい。 

 

Ａ－３－（５） 機能訓練、介護予防 

Ａ⑮ Ａ-３-（５）-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 

<コメント> 

看護師の指導のもと一人ひとり応じた機能訓練や介護予防活動を計画的に行い・評価・見直し

も行っていることが確認出来ました。立位・座位等の機能訓練や車椅子に乗っている間の訓練な

ども取り入れ一定の成果が出ており、記録も良く書けておりました。 

 

Ａ－３－（６） 認知症ケア 

Ａ⑯ Ａ-３-（６）-① 認知症の状態に配慮したケアを行っている。 

 

ｂ 

<コメント> 

利用者一人ひとりの日常生活能力や生活歴について適切にアセスメントを行い、職員は一人ひ

とりの利用者に支持的、受容的な関わりを重視した援助が行われています。部屋の入口に本人が

分かりやすい飾りが付けてありました。利用者一人ひとりの症状に合わせ、個人あるいはグルー

プで継続的に習字や、生け花などの活動ができるように工夫しています。作品は、廊下などに展

示されていました。 



Ａ－３－（７） 急変時の対応 

Ａ⑰ Ａ-３-（７）-① 利用者の体調変化時に、迅速に対応するための手順

を確立し、取組を行っている。 

ｂ 

<コメント> 

看護師・介護職員が利用者一人ひとりの日々の体調を把握し体調変化時には迅速に対応する手

順・取り組みが行われています。わずかな体調変化や異変の兆候に早く気付くために職員間で情

報の共有が行われています。体調急変時の対応についても研修が行われています。対応マニュア

ルはありますが、定期的な見直しを行って下さい。 

Ａ－３－（８） 終末期の対応 

Ａ⑱ Ａ-３-（８）-① 利用者が終末期を迎えた場合の対応の手順を確立し、

取組を行っている。 

ｂ 

<コメント> 

入所の契約時に、「終末期ケアの実施をしていない。」事業所での方針、対応等を利用者・家族

に説明し、利用者・家族の希望や意向を確認し同意を得ています。また、利用者が終末期を迎え

た際の具体的な対応等は嘱託医師や医療機関と事業所との連携、調整等の実施など利用者・家族

の意向とあらかじめ定めた方針・手順に沿って支援されます。 

系列の 2施設は実施されていますので、今後検討を期待します。           

 

Ａ－４ 家族等との連携 

 第三者評価結果 

Ａ－４－（１） 家族等との連携 

Ａ⑲ Ａ-４-（１）-① 利用者の家族等との連携と支援を適切に行っている。 

 

ｂ 

<コメント> 

 利用者家族(家族、成年後見等)との連携は定期的に行われ、家族の同意のもと利用者一人ひと

りの日頃の様子をアルバムにし廊下の本棚に置かれ、家族が訪問した時に普段の様子が自由に見

ることができます。利用者と家族のつながりをもてるよう、施設の行事や地域のイベントの日程

等を案内するなど、暮らしや介護に家族も関われる場面や機会の提供、面会しやすい環境をつく

っています。 

家族との連携および支援についての支援経過等の記録にて確認する事が出来ました。記録も詳細

に記載されておりました。 

 

Ａ－５ サービス提供体制 

 第三者評価結果 

Ａ－５－（１） 安定的・継続的なサービス提供体制 

Ａ⑳ Ａ-５-（１）-① 安定的で継続的なサービス提供体制を整え、取組を

行っている。 

― 

<コメント> 

該当せず 

 



  



 


