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評価結果概要

③総評

④第三者評価結果に対する事業者のコメント

⑤各評価項目にかかる第三者評価結果

別紙

二回目の受審となった今回では、三年前の前回指摘提示された要改善項目がそこそこ見直し実践さ
れている事を評価して頂き安堵の感がいなめない。振返えさせていただいた事に改めて感謝いたし
ます。今回新たに課題が見えてきました。当法人全事業所に関わる課題として前向きに受け止めて
善処していく所存です。またの機会を楽しみとして期待し今回のコメントといたします。

●中・長期計画のさらなる充実が望まれる。

　理念や基本方針に地域福祉を掲げ、民生委員と家族、職員で構成する「ゆんたく会」、地域で認
知症を学ぶ「ガゥディー会」を定期的に開催し、認知症についての研修等を各地域で開催して地域
を巻き込んでサービスの質の向上をめざした活動を展開している。さらに施設内では家族会が結成
され総会等には年度の事業計画等を報告し、施設行事等への家族の参加率は６～７割と高い。施設
として家族会や地域の活動をバックアップしている。

●口腔ケアの取り組みについて

●福祉施設としての社会貢献について

　前回の要改善とされた事故等の検討分析後の利用者への対応、介護記録の工夫や居室環境のプラ
イバシーへの配慮等、職員の取り組みは素晴らしく、利用者に対するサービスの質の向上への取り
組みは評価できる。

◇特に評価の高い点

◇改善を求められる点

●前回評価受審後の改善点への取り組みについて

●利用者の情報の共有及び事務改善のためのネットワークシステムの検討が望まれる。

　中・長期計画は策定されているが、内容が主に施設建設計画及び財政計画となっている。さらに
地域総合福祉センター構想や、人材養成企画室による中・長期の研修計画も策定されているものの
単独の計画となっているので、それらを中・長期計画としてまとめて位置づけると共に、理念や基
本方針の実現に向けて、実施する福祉サービスの内容や組織体制、設備の整備、職員体制等、それ
らに伴う財政計画の内容が作成されることが望まれる。

　医師や歯科衛生士による訪問歯科診療が導入され４割以上の利用者が受診し、口腔機能改善委員
会がリードして、医師による職員への口腔ケアの指導や利用者への対応等で、結果として昨年度に
比較して誤嚥性肺炎が３分の１に減少するなどの実績を出している。

　多職種間によるチームケアが実施され、ケアカンファレンスの定期的な開催等部門横断で取り組
まれているが、利用者の状況等に関する情報が各部門それぞれで保管され、利用者の情報の共有が
しにくい状況にある。各セクションから情報が確認できる方法としてパソコンネットワークシステ
ムの検討が望まれる。
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【高齢者施設等版】

評価

１　理念・基本方針

(1)理念基本方針が確立されている

1 　　①理念が明文化されている ａ

2 　　②理念に基づく基本方針が明文化されている。 ａ

(2)理念や基本方針が周知されている

3 ａ

4 ａ

ｃ

理念や基本方針を利用者等に配布するとともに、十分な理解を促すための取り組み
を行っている。

理念や基本方針を利用者等に配布しているが、理解を促すための取り組みが十分で
はない。

理念や基本方針を利用者等に配布していない。

利用者の尊重や質の高いサービスの提
供、地域への還元等が明記された理念
はパンフレットや事業計画に掲載され、
施設内にも掲示されている。

理念との整合性が確保された５項目の
基本方針と、理念を具現化したわかりや
すい標語が作られている。基本方針と標
語は理念と一緒にパンフレットや事業計
画に掲載され、拡大して施設内にも掲示
されている。

理念や基本方針の職員への周知方法は
「理事長メッセージ」や「業務のための６
つの視点」、利用者との関わり方の心構
えの「心のキャッチボール」が作成されて
いる。それらは会議や研修等で配布さ
れ、施設長の講話により周知されてい
る。

ａ

ｂ

ｂ

理念や基本方針の周知を目的とした実践テーマを設定して会議等で討議
の上で実行している。

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

理念に基づく基本方針を明文化しており、その内容が適切である。

理念に基づく基本方針を明文化しているが、その内容が十分ではない。

ａ

項　　　　　　　　目

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

ａ

ｂ

ｃ

評価所見

法人の理念を明文化しており、法人の使命・役割を反映している。

理念が文書(事業計画等の法人・事業所内文書や広報誌、パンフレット
等)に記載されている。

ｂ

ｃ 理念に基づく基本方針を明文化していない。

理念や基本方針を職員に配付しているが、理解を促すための取り組みが十分ではな
い。

基本方針は、法人の理念との整合性が確保されている。

ｃ

理念や基本方針を職員に配付するとともに、十分な理解を促すための取り組みを
行っている。

　　①理念や基本方針が職員に周知されている

法人の理念を明文化していない。

法人の理念を明文化しているが、法人の使命・役割の反映が十分ではない。

基本方針は、職員の行動規範となるよう具体的な内容となっている。

理念から、法人が実施する福祉サービスの内容や特性を踏まえた法人の
使命や目指す方向、考え方を読み取ることができる。

基本方針が文書(事業計画等の法人・事業所内文書や広報誌、パンフレッ
ト等)に記載されている。

理念や基本方針を会議や研修において説明している。

理念や基本方針を利用者会や家族会等で資料をもとに説明している。

理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行っている。

理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行っている。

理念や基本方針、標語は入所時に利用
者や家族に説明すると共に、毎年の家
族会総会で配布され、施設長が説明して
いる。

　　②理念や基本方針が利用者等に周知されている。

理念や基本方針をわかりやすく説明した資料を作成する、より理解しや
すいような工夫を行っている。

理念や基本方針を職員に配付していない。

ａ

判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）
□　評　価　の　着　眼　点
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

２　事業計画の策定

(1)中長期的なビジョンと計画が明確にされている

5 　　①中・長期計画が策定されている ａ

6 　　②中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されている ａ

(2)事業計画が適切に策定されている

7 ａ

ｃ

各計画が、職員等の参画のもとで策定されるとともに、実施状況の把握や評価・見
直しが組織的に行われている

中・長期計画に基づく取組を行っている。

中・長期計画は必要に応じて見直しを行っている。

ａ

年度終了時はもとより、年度途中にあっても、あらかじめ定められた時
期、手順に基づいて事業計画の実施状況の把握、評価を行っている。

　　①事業計画の策定が組織的に行われている

ｂ

ａ

ｂ

評価の結果に基づいて各計画の見直しを行っている。

事業計画には、中・長期計画の内容を反映した各年度における事業内容
が具体的に示されている。

ａ

理念や基本方針の実現に向けた目標(ビジョン)を明確にしている。

実施する福祉サービスの内容や、組織体制や設備の整備、職員体制、人
材育成等の現状分析を行い、課題や問題点を明らかにしている。

経営や実施する福祉サービスに関する、中・長期計画または中･長期の収支計画の
どちらかを策定しているｂ

中・長期計画は、課題や問題点の解決に向けた具体的な内容になってい
る。

経営や実施する福祉サービスに関する、中・長期計画及び中･長期の収支計画を策
定している

法人として中・長期計画が策定されてい
る。計画の内容は主に施設建設計画及
び財政計画となっている。地域総合福祉
支援センター構想や、人材養成企画室
による中・長期研修計画が単独の計画と
なっているので、中・長期計画としてまと
めて位置づけると共に、理念や基本方針
の実現に向けて、実施する福祉サービス
の内容や組織体制、設備の整備、職員
体制等、それらに伴う財政計画の内容が
作成されることが望まれる。

経営や実施する福祉サービスに関する、中・長期計画も中･長期の収支計画のどち
らも策定していない。

一連の過程が一部の職員だけで行われていない。

各年度の事業計画は、中・長期計画の内容及び中･長期の収支計画の内容を反映し
て策定されている

各年度の事業計画は、中・長期計画の内容も中･長期の収支計画の内容も反映して
いない

事業計画は、単なる「行動計画」になっていない。

各年度の事業計画は、中・長期計画の内容または中･長期の収支計画の内容のどち
らかのみをを反映して策定させている

ｃ

各計画が、職員等の参画のもとで策定されているが、実施状況の把握や評価・見直
しが組織的に行われていない

ｃ

単年度の事業計画は中・長期計画の内
容を踏まえて策定されており、各部署毎
の計画、さらに介護グループ別計画も作
成されている。

事業計画は毎月の管理者会議で実施状
況の把握、評価が行われている。職員は
介護の課題等に取り組み、その結果を
年２回事例発表している。計画の作成に
あたって、管理・運営面は総務や管理者
会議で検討され、サービス内容等につい
ては、全職員で検討している。

事業計画は、実行可能かどうか、数値目標等を設定することによって実
施状況の評価を行えるかどうかについて配慮がなされている。

各計画が、職員等の参画のもとで策定されていない
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

8 ａ

9 ａ

３　管理者の責任とリーダーシップ

(1)管理者の責任が明確にされている

10 　　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

11 ｂ

各計画を職員に配布していない

各計画の進捗状況を確認し、継続的な取組を行っている。

ａ

ｃ

管理者は、自らの役割と責任について、組織の広報誌等に掲載して表明
している。

平常時のみならず、有事（災害、事故等）における管理者の役割と責任
について、明確化されている。

管理者は、自らの役割と責任について、文書化するとともに、会議や研
修において表明している。

管理者自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組は行っていない

各計画を会議や研修において説明している。

管理者は、環境への配慮等も含む幅広い分野について遵守すべき法令等
を把握し、リスト化する等の取組を行っている。

管理者は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵守するため
の具体的な取組を行っている。

管理者自ら、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が、十分
ではない

　　②事業計画が職員に周知されている

管理者は、法令遵守の観点での経営に関する研修や勉強会に参加してい
る。

ｂ
管理者は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、理解されるよう取り組ん
でいるが、十分ではない

ｃ

管理者自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するために積極的な取組を行っている

事業計画は、家族会総会において資料
を配付し説明されている。

管理者の役割と責任については、運営
規程に明記され、全体会議や研修等で
表明している。さらに、３０周年記念誌に
管理者の挨拶文を掲載し表明されてい
る。

事業計画は担当者会議や全体会議で職
員に配布し説明されている。各計画の進
捗状況は各グループ会議や介護職員会
議等で把握して取り組まれている。

管理者は施設長会議や経営セミナー等
に参加している。毎月の全体会議で管理
者が関係法令や環境問題等について新
聞切り抜き等をもとに講話し、職員に周
知を図っている。
遵守すべき法令等の資料一覧の作成に
取り組まれることが望まれる。

ｂ

ｂ 各計画を利用者等に配布しているが、理解を促すための取組が十分ではない

ｃ 各計画を利用者等に配布していない

利用者あるいは家族向けに各計画をわかりやすく説明した資料を作成す
る等によって、より理解しやすいような工夫を行っている。

各計画を利用者会や家族会等で資料をもとに説明している。

　　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

管理者は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにしていない

ａ

各計画を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている

ｂ 各計画を職員に配布しているが、理解を促すための取組が十分ではない

ｃ

各計画をわかりやすく説明した資料を作成する等によって、より理解し
やすいような工夫を行っている。

ａ
管理者は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、理解されるよう積極的に
取り組んでいる

各計画を利用者等に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている

　　③事業計画が利用者等に周知されている
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

(2)管理者のリーダーシップが発揮されている

12 ｂ

13 ａ

１　経営状況の把握

(1)経営環境の変化等に適切に対応している

14 　　①事業経営をとりまく環境が的確に把握されている ａ

Ⅱ　組織の運営管理

管理者は、福祉サービスの質の向上について組織内に具体的な体制を構
築し、自らもその活動に積極的に参画している。

　　①質の向上に意欲を持ちその取組に指導力を発揮している

管理者は、組織の理念や基本方針の実現に向けて、人事配置、職員の働
きやすい環境整備等、具体的に取り組んでいる。

管理者は、実施する福祉サービスの質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に指
導力を発揮しているが、十分ではない

管理者は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組に十分な指導力を発揮している

ｂ

ｃ
管理者は、実施する福祉サービスの質の向上に関する組織の取組について指導力を
発揮していない

管理者は、実施する福祉サービスの質の現状について定期的、継続的に
評価・分析を行っている。

管理者は、福祉サービスの質の向上について、職員の意見を取り込める
ための具体的な取組を明示して指導力を発揮している。

ａ 事業経営をとりまく環境を的確に把握するための取り組みを積極的に行っている

ａ

管理者は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組について指導力を発揮していな
い

管理者は、福祉サービスの質に関する課題を把握し、改善のための具体
的な取組を明示して指導力を発揮している。

管理者は、経営や業務の効率化や改善のために組織内に具体的な体制を
構築し、自らもその活動に積極的に参画している。

管理者は、経営や業務の効率化と改善に向けて、人事、労務、財務等の
面から分析を行っている。

管理者は、上記について、組織内に同様の意識を形成するための取組を
行っている。

ｂ

ｃ

管理者は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組に指導力を発揮しているが、十
分ではない

管理者は、実施する福祉サービスの質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に十
分な指導力を発揮している

　　②経営や業務の効率化と改善に向けた取組に指導力を発揮している

利用者数・利用者像等について、事業所が位置する地域での特徴・変化
等を把握している。

ａ

管理者はサービスの質の向上に意欲を
持ち人材養成企画室が企画する研修や
事例発表会等に積極的に参加している。
研修会や全体会議で理念や基本方針、
遵守すべき法令等について職員に講話
し指導力を発揮している。
サービスの質の現状について定期的、
継続的な評価・分析が望まれる。

財務、労務等については毎月担当者会
議や管理者会議で月別実績表にもとづ
き検討、分析されている。今年度、節水・
節電の取り組みを職員に投げかけて成
果を上げた。前年度の入院実績の検討
の結果、訪問歯科診療、口腔ケアの取り
組みを通して入院減につなげている。

社会福祉事業全般の動向は、施設長が
県内外の老人福祉施設協議会等に参加
して把握している。地域の特徴や変化等
は部長が社協の評議員として北部施設
課長会議に出席し、ケアマネジャーが専
門員連絡会議に参加して状況を把握し
ている。その情報は中・長期計画や各年
度の事業計画に反映させている。

事業経営をとりまく環境を的確に把握するための取り組みを行っているが、十分で
はない

ｃ 事業経営をとりまく環境を把握するための取り組みを行っていない

ｂ

福祉サービスのニーズ、潜在的利用者に関するデータ等を収集してい
る。

把握された情報やデータが、中・長期計画や各年度の事業計画に反映さ
れている。

社会福祉事業全体の動向について、具体的に把握している。
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

15 ａ

16 　　③外部監査が実施されている ｂ

２　人材の確保・養成

(1)人事管理の体制が整備されている

17 　　①必要な人材に関する具体的なプランが確立している ｂ

18 　　②人事考課が客観的な基準に基づいて行われている ｃ

効果基準を職員に明確に示すことや、結果の職員へのフィードバック等
の具体的な方策によって客観性や透明性の確保が図られている。

公認会計士、税理士その他会計に関する専門家が行う会計管理体制の整
備状況の指導・助言・点検等を受けることによって経営改善を実施して
いる。

　　②経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取組
　　　を行っている

定期的な人事考課を実施していない 人事考課は実施していない。

人材養成企画室の方針に、「専門性」と
「組織性」の資質向上と計画的な人材育
成が謳われている。職員の資格取得に
向けた支援が行われ、資格取得状況一
覧表が作成されている。
有資格者の配置等、人員体制について
の具体的なプランの作成と、プランに基
づいた人事管理が望まれる。

定期的にサービスのコスト分析やサービス利用者の推移、利用率等の分
析を行っている。

経営状況を分析して課題を発見する取組を行っていない

ｃ

改善に向けた取組が、中・長期計画や各年度の事業計画に反映されてい
る。

必要な人材や人員体制に関する基本的な考え方や、人事管理に関する方
針が確立している。

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
について具体的なプランがある。

人事考課の目的や効果を正しく理解している。

経営状況や改善すべき課題について、職員に周知している。

ｃ

プランに基づいた人事管理が実施されている。

ｂ
経営状況を分析して課題を発見する取り組みを行っているが、改善に向けた取組を
行っていない

ａ 経営状況を分析して課題を発見するとともに、改善に向けた取組を行っている

税理士による指導・助言を受けている。

ａ 外部監査を実施しており、その結果に基づいた経営改善を実施している

ｂ

担当者会議や管理者会議で水道高熱費
や利用率等のコスト分析をし、中・長期
計画や事業計画に反映させている。職
員への周知は、全体会議で課題等を報
告し、会議録が全職員に回覧され周知さ
れている。

外部監査の結果や、公認会計士等による指導や指摘事項に基づいて、経
営改善を実施している。

外部監査を実施しているが、その結果に基づいた経営改善が十分ではない

ｃ

ｃ
組織が目標とする福祉サービスの質を確保するための必要な人材や人員体制に関す
る具体的なプランが確立していない

ａ
組織が目標とする福祉サービスの質を確保するための必要な人材や人員体制に関す
る具体的なプランが確立しており、それに基づいた人事管理が実施されている

ｂ
組織が目標とする福祉サービスの質を確保するための必要な人材や人員体制に関す
る具体的なプランが確立しているが、それに基づいた人事管理が十分でない

外部監査を実施していない

ａ

ｂ

客観的な基準に基づき、定期的な人事考課を実施している

定期的な人事考課を実施しているが、客観的な基準に基づいて行われていない
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

(2)職員の就業状況に配慮がなされている

19 ｂ

20 　　②職員の福利厚生や健康の維持に積極的に取組んでいる ｂ

(3)職員の質の向上に向けた体制が確立されている

21 ｂ

職員の年休取得状況や時間外勤務の
データは総務課で把握されている。担当
者会議で職員の採用や配置、賃金等に
ついて検討され、給与規程が見直されて
いる。職員の意向は２か月に１回開催さ
れる懇親会で聞く機会としている。５年以
内の職員は定期的に自己評価を実施し
て介護リーダーが自己評価を基に面談
すると共に相談にも応じている。
職員が相談できるように専門家の確保
が望まれる。

　　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

職員の有給休暇の消化率や時間外労働のデータを、定期的にチェックし
ている。

分析した結果について、改善策を検討する仕組みがある。

改善策については、人材や人員体制に関する具体的なプランに反映し実
行している。

定期的に職員との個別面接の機会を設ける等、職員が相談しやすいよう
な組織内の工夫をしている。

ａ 組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている

　　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

職員の就業状況や意向を定期的に把握する仕組みはあるが、改善する仕組みの構築
が十分でない

ｂ 組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されているが、十分ではない

ｃ 組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されていない

ｃ 職員の就業状況や意向を把握する仕組みがない

把握した職員の意向・意見や就業状況チェックの結果を、分析・検討す
る担当者や担当部署等を設置している。

ｂ

職員の就業状況や意向を定期的に把握し、必要があれば改善する仕組みが構築され
ている

職員の希望の聴取をもとに、福利厚生センターへの加入等、相互的な福
利厚生事業を実施している。

ａ 職員の福利厚生や健康を維持するための取組を実施している

職員の福利厚生や健康を維持するための取組を実施していない

ｂ 職員の福利厚生や健康を維持するための取組を実施しているが、十分ではない

職員の悩み相談窓口を組織内に設置し、解決に向けた体制が整備されて
いる。

ｃ

希望があれば職員が相談できるように、カウンセラーや専門家を確保し
ている。

ソウエルクラブに加入して職員の福利厚
生事業を実施し、退職金制度については
沖縄県社会福祉事業共済会に加入して
いる。
職員の悩み相談窓口の設置に期待した
い。

組織が目指す福祉サービスを実施するために、基本方針や中・長期計画
の中に、組織が職員に求める基本的姿勢や意識を明示している。

現在実施している福祉サービスの内容や目標を踏まえて、基本方針や
中・長期計画の中に、組織が職員に求める専門技術や専門資格を明示し
ている。

職員の教育・研修に関する基本姿勢は
理念や基本方針、人材養成企画室の事
業計画に明示されている。
施設が求める専門資格等を基本方針や
中･長期計画の中に明示することが望ま
れる。
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

22 ｂ

23 ａ　　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

研修成果の評価が定期的に行われているが、次の研修計画に反映されていない

評価・分析された結果に基づいて、研修内容やカリキュラムの見直しを
行っている。

評価・分析された結果を次の研修計画に反映している。

ｃ

研修を終了した職員が、研修内容を発表する機会を設けている。

職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定され
ている。

個別の職員の技術水準、知識、専門資格の必要性などを把握している。

策定された教育・研修計画に基づき、実際に計画に従った教育・研修が
実施されている

ｂ

報告レポートや発表、当該職員の研修後の業務等によって、研修成果に
関する評価・分析を行っている。

研修を終了した職員は、報告レポートを作成している。

ａ

ｂ
職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定されているが、
計画に基づいた具体的な取組が十分に行われていない

　　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組が行われている

職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定され、計画に基
づいた具体的な取組が行われている

職員の資格取得一覧表が資格別に作成
されている。
職員一人ひとりの研修計画の作成及び
計画に沿った個別の教育・研修の実施
が望まれる。

研修を終了した職員は復命書を提出し、
全体会議等で報告されている。オムツゼ
ロや胃瘻ゼロ、トイレでの排せつの取り
組みについての研修報告を各委員会や
介護職員会議等で検討し、口腔機能改
善等の研修カリキュラムの見直しが行わ
れた。

ａ 研修成果の評価が定期的に行われるとともに、次の研修計画に反映されている

職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定されていない

ｃ 研修成果の評価が定期的に行われていない
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

(4)実習生の受入れが適切に行われている

24 ａ

３　安全管理

(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

25 ａ

実習生の受入について、受入についての連絡窓口、事前説明、オリエン
テーションの実施方法等の項目が記載されたマニュアルが整備されてい
る。

受入にあたっては、学校との覚書を取り交わす等によって、実習におけ
る責任体制を明確にしている。

ａ

事故発生対応マニュアル等を作成し職員に周知している。

管理者は利用者の安全確保の取組について、リーダーシップを発揮して
いる。

利用者の安全確保に関する担当者・担当部署を設置している。

実習指導者に対する研修を実施している。

　　①実習生の受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。

安全対策委員会が設置され、事故や感
染症発生時等の緊急時の対応について
担当者・担当部署が決められ、通報体制
表が各部署に掲示されている。毎月の
安全対策委員会に現場の職員が参加
し、リスクの種類別に管理体制が整備さ
れている。事故緊急時対応マニュアル等
が作成され、研修等で職員に周知されて
いる。委員会開催の前後に検討内容が
管理者に報告され、管理者のリーダー
シップが発揮されている。

実習生受入マニュアルが整備され、実習
指導者研修を終了した介護主任が窓口
となり、責任体制が明確にされている。
実習内容全般及び介護福祉士、ホーム
ヘルパー等の種別のプログラムは依頼
先学校のプログラムを使用し、学校の担
当者とは実習期間中も情報交換しながら
実習生の支援に努めている。

実習内容全般を計画的に学べるようなプログラムを用意している。

ｃ

社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー等の種別に配慮したプログラ
ムを用意している。

実習生の受入れと育成について体制を整備しておらず、実習生を受入れていない

実習生の受入に関する基本姿勢を明文化している。

ａ
実習生の受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、効果的な
プログラムを用意する等、積極的な取組を実施している

ｂ
実習生の受入れと育成について体制を整備しているが、効果的なプログラムを用意
されていない等、積極的な取組には至っていない

学校側と、実習内容について連携してプログラムを整備するとともに、
実習期間中においても継続的な連携を維持していくための工夫を行って
いる。

事故、感染症の発生時などの緊急時に、利用者の安全確保のために、組織として体
制を整備していない

事故、感染症の発生時などの緊急時に、利用者の安全確保のために、組織として体
制を整備し機能している

　　①緊急時(事故、感染症の発生時など)における利用者
　　　の安全確保のための体制が整備されている

リスクの種類別に、責任と役割を明確にした管理体制が整備されてい
る。

担当者等を中心にして、定期的に安全確保に関する検討会を開催してい
る。

ｂ
事故、感染症の発生時などの緊急時に、利用者の安全確保のために、組織として体
制を整備しているが、十分に機能していない

ｃ

検討会には、現場の職員が参加している。
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

26 ａ

27 ａ

４　地域との交流と連携

(1)地域との関係が適切に確保されている

28 ａ

食料や備品類などの備蓄リストを作成し、管理者を決めて備蓄を整備し
ている。

地震、津波、大雪などの災害に対して、利用者の安全確保のための取組を行ってい
ない

消防署と連携して年２回訓練が実施さ
れ、安否確認の方法は訓練を通して職
員に周知されている。災害時対応体制
が各部署に掲示され、スプリンクラーを
設置し、居室は防炎カーテンが設置さ
れ、避難経路が確保されている。備蓄リ
ストが作成され、食料や備品等の種別に
管理部署が決められ、備蓄されている。

災害時の対応体制が決められている。

地元の消防署、警察、自治会など連携するなど工夫して訓練を実施して
いる。

　　②災害時に対する利用者の安全確保のための取組を行って
　　　いる

立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類の必要な対策を講じ
ている。

　　①利用者と地域とのかかわりを大切にしている

地域との関わり方について基本的な考え方を文書化している。

ｂ

ｃ 利用者の安全を脅かす事例を組織として収集していない

ａ
利用者の安全を脅かす事例を組織として収集し、要因分析と対応策の検討を行い実
行している

ｂ
利用者の安全を脅かす事例を組織として収集しているが、要因分析と対応策の検討
が十分ではない

利用者及び職員の安否確認の方法が決められ、全職員に周知されてい
る。

ｃ

　　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

ｂ

ａ
地震、津波、大雪などの災害に対して、利用者の安全確保のための取組を積極的に
行っている

地震、津波、大雪などの災害に対して、利用者の安全確保のための取組を行ってい
るが、十分ではない

収集した事例について、職員の参画のもとで発生要因を分析し、未然防
止策を検討している。

ａ 利用者と地域との交流を広げるための地域への働きかけを積極的に行っている

職員に対して、安全確保・事故防止に関する研修を行っている。

事故防止対策等の安全確保策の実施状況や実効性について、定期的に評
価・見直しを行っている。

ｃ

活用できる社会資源や地域の情報を収集し、掲示板の利用等で利用者に
提供している。

事業所や利用者への理解を得るために、地域の人々と利用者との交流の
機会を定期的に設けている。

利用者の買い物や通院等日常的な活動についても、定型的でなく個々の
利用者のニーズに応じて、地域における社会資源を利用するよう推奨し
ている。

事故やヒヤリ・ハットの事例は安全対策
委員会や介護職員会議で検討されてい
る。事故、ヒヤリ・ハット報告書は利用者
個々の台帳と介護記録に綴られ、安全
確保策の実施状況や実効性について、
定期的に介護計画に反映させ、感染症
対策についての研修やＡＥＤ取扱訓練等
も実施されている。

利用者と地域との関わりについては、理
念や事業計画等で明示しポスター等にも
掲載している。地域住民との交流は、ボ
ランティア受入マニュアルを活かして支
援体制を整え、毎年の行事や友愛訪問
等を恒例化して実施している。地域の社
会資源を収集して施設内に掲示し、介護
タクシー等の情報も提供している。

利用者の安全を脅かす事例の収集を、その仕組みを整備した上で実施し
ている。

利用者と地域との交流を広げるための地域への働きかけを行っているが、十分では
ない

利用者が地域の行事や活動に参加する際、必要があれば職員やボラン
ティアが援助を行う体制が整っている。

利用者と地域との交流を広げるための地域への働きかけを行っていない
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

29 　　②事業所が有する機能を地域に還元している ａ

30 ａ

(2)関係機関との連携が確保されている

31 ａ

32 　　②関係機関等との連携が適切に行われている ａ

ｃ

ボランティア受入に対する基本姿勢が明示されていないｃ

地域へ向けて、理念や基本方針、事業所で行っている活動等を説明した
印刷物や広報誌等を配布している。

ボランティア受入に関する基本姿勢を明文化している。

ボランティア受入について、登録手続き、ボランティアの配置、事前説
明等に関する項目が記載されたマニュアルを整備している。

ボランティアに対して必要な研修を行っている。

ｃ 関係機関・団体と定期的な連携の機会を確保していない

ａ

地域の関係機関・団体の共通の問題に対して、解決に向けて協働して具
体的な取組を積極的に行っている。

地域に適当な関係機関・団体がない場合には、地域でのネットワーク化
に取り組んでいる。

関係機関・団体と定期的な連絡会等を行っている。

　　①必要な社会資源を明確にしている

ａ
ボランティア受入に対する基本姿勢が明示されており、受入についての体制が整備
されている

ｂ
ボランティア受入に対する基本姿勢は明示されているが、受入についての体制が十
分に整備されていない

関係機関・団体と定期的な連携の機会を確保しているが、具体的な課題や事例検討
は行っていない

ｂ

ｃ

ａ 事業所が有する機能を、地域に開放・提供する取り組みを積極的に行っている

地域のミニデイサービスで「認知症予防
教室」を開催し、「認知症介護家族の会」
での研修等、認知症への啓蒙活動に積
極的に取り組んでいる。施設の広報紙
「かりゆしミニ便り」を毎月発行し、新事
業所開設時はパンフレットを刷新して配
布している。

介護等について、専門的な技術講習会や研修会、地域住民の生活に役立
つ講演会等を開催して、地域へ参加を呼びかけている。

介護相談・育児相談窓口、障害者やその家族等に対する相談支援事業、
地域ニーズに応じ住民が自由に参加できる多様な支援活動を行ってい
る。

事業所が有する機能を、地域に開放・提供する取り組みを行っているが、十分では
ない

事業所が有する機能を、地域に開放・提供する取り組みを行っていない

事業計画に「ボランティアは施設と地域
を結ぶかけ橋である」と明示し、ボラン
ティア受入マニュアルが整備されてい
る。ボランティア受入窓口が設置され、オ
リエンテーションの内容として、利用者に
ついての説明や施設見学、活動時の諸
注意、守秘義務等が含まれている。

個々の利用者の状況に対応できる社会資源を明示し、当該地域の関係機
関・団体について、その機関・団体との連携の必要性を含めたリストや
資料を作成している。

職員会議で説明する等職員間で情報の共有化が図られている。

事業所の役割や機能を達成するために必要となる、関係機関や団体の機能・連絡方
法を体系的に明示しているが、その情報が職員間で共有されていない

事業所の役割や機能を達成するために必要となる、関係機関や団体の機能・連絡方
法を体系的に明示していない

地域の関係機関や団体の活動等の情報
は、担当者会議や介護職員会議等で説
明され、職員には会議録の閲覧により共
有されている。社会資源は、必要な情報
資料としてファイルされている。

事業所の役割や機能を達成するために必要となる、関係機関や団体の機能・連絡方
法を体系的に明示し、その情報が職員間で共有されている

　　③ボランティア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

ａ
関係機関・団体と定期的な連携の機会を確保し、具体的な課題や事例検討を行って
いる

ｂ
介護担当部長が北部地区介護課長会議
や名護市社会福祉協議会の評議員とし
て参加し、地域福祉ニーズの把握に努
めている。市主催で年2～3回、緊急に全
事業所が参加する「福祉施設が抱える
課題」の会議の開催や、地域の福祉･医
療等についての意見交換会等もある。
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

(3)地域福祉向上のための取組を行っている

33 ａ

34 　　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

１　利用者本位の福祉サービス

(1)利用者を尊重する姿勢が明示されている

35 ａ

地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組を行っていないｃ

　　①地域の福祉ニーズを把握している

ａ 地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組を積極的に行っている

ｂ 地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組を行っているが、十分ではない

民生委員・児童委員等との定期的な会議を開催する等によって、具体的
な福祉ニーズの把握に努めている。

利用者を尊重したサービス提供に関する基本姿勢が、個々のサービスの
標準的な実施方法等に反映されている。

ｃ

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

地域住民に対する相談事業を実施すること等を通じて、具体的な福祉
ニーズの把握に努めている。

把握した福祉ニーズに基づいた事業・活動の計画があり、実施されている

ｂ 把握した福祉ニーズに基づいた事業・活動の計画があるが、実施されていない

関係機関・団体との連携に基づき、具体的な福祉ニーズの把握に努めて
いる。

理念や基本方針に、利用者を尊重した福祉サービスの実施について明示
している。

利用者尊重や基本的人権への配慮について、組織で勉強会・研修を実施
している。

ａ
利用者を尊重したサービス提供についての基本姿勢が明示され、組織内で共通の理
解を持つための取組が行われている

身体拘束や虐待防止について職員に周知徹底している。

ｂ
利用者を尊重したサービス提供についての基本姿勢は明示されているが、組織内で
共通の理解を持つための取組は行っていない

把握した福祉ニーズに基づいて実施した具体的な事業・活動がある。

把握した福祉ニーズに基づいた具体的な事業・活動を、中・長期計画や
事業計画の中に明示している。

ａ

利用者を尊重したサービス提供についての基本姿勢が明示されていない

ｃ 把握した福祉ニーズに基づいた、事業・活動の計画がない

　　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
　　　 持つための取組を行っている

利用者を尊重したサービスの実施につ
いて理念や基本方針に明示し、プライバ
シー保護マニュアル等の各種マニュアル
に反映させている。身体拘束廃止は「身
体拘束ゼロの誓い」を掲げ、高齢者虐待
防止については定期的な研修等で方針
の周知徹底を図っている。

福祉ニーズの把握については、地域課
長が沖縄県高齢者福祉推進委員会に委
員として参加し、さらに地域住民や民生
委員等からは地域の公民館のミニデイ
や勉強会を通して福祉ニーズを把握して
いる。

具体的な活動として、ミニデイでの「認知
症予防教室」の取り組み、民生委員等を
対象に毎月１回、認知症の勉強会「地域
ガウディ会」を開催している。また、把握
されたニーズは中長期計画に明示され、
昨年は有料老人ホームを開設し、今年
度は単独型短期入所生活介護20床が開
設されている。
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

36 ａ

(2)利用者満足の向上に努めている

37 ｂ

(3)利用者が意見を述べやすい体制が確保されている

38 ａ　　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

ｂ
利用者満足を把握する仕組みを整備し、利用者満足の結果を把握しているが、その
向上に向けた取組が十分でない

ｃ 利用者満足を把握するための仕組みが整備されていない

分析・検討の結果に基づいて具体的な改善を行っている。

利用者満足を把握する目的で、利用者への個別の相談面接や聴取、利用
者懇談会を定期的に行っている。

　　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
利用者満足を把握する仕組みを整備し、利用者満足の結果を踏まえて、その向上に
向けた取組を行っている

利用者満足に関する調査を定期的に行っている。

利用者満足を把握する目的で、利用者会や家族会等に出席している。

ａ
利用者が相談したり意見を述べたい時に相談方法や相談相手を選択できる環境が整
備され、そのことを利用者に伝えるための取組が行われている

利用者満足に関する調査の担当者・担当部署の設置や、把握した結果を
分析・検討するために、利用者参画のもとで検討会議の設置等が行われ
ている。

相談や意見を述べやすいようなスペースに配慮している。

ｂ
利用者が相談したり意見を述べたい時に相談方法や相談相手を選択できる環境が整
備されているが、そのことを利用者に伝えるための取組が十分ではない

ｃ

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、職員に周知する
ための取組を行っている

利用者のプライバシー保護に関する基本的知識、社会福祉事業に携わる
者としての姿勢・意識、利用者のプライバシー保護に関する規程・マ
ニュアル等について、職員に研修を実施している。

　　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

ｃ

ｂ
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が、職員に
周知する取組が十分でない

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ない

利用者が、複数の相談方法や相談相手の中から自由に選べることを、わ
かりやすく説明した文書を作成している。

利用者のプライバシー保護について、規程・マニュアル等の整備や、施
設・設備面での工夫等、組織として具体的に取り組んでいる。

利用者が相談したり意見を述べたい時に、相談方法や相談相手を選択できない

利用者のプライバシー保護について各
種マニュアルで明示し、特にプライバ
シー保護マニュアルで「基本的な考え
方、自立と尊厳、人権、人格保護」につ
いて謳っている。職員は「介護理念」や
「個人情報保護法」等の研修を受講し、
施設内はプライバシー保護に配慮した環
境となっている。

利用者満足を把握する機会として、各行
事や年3回の家族会総会等があり、施設
長以下担当職員も参加し、意見や要望
等の把握に努めている。
家族や民生委員、職員が参加して開催
される「ぬくぬく会」への利用者の参加、
及び満足度調査の担当部署及び利用者
参画による検討会議の設置に取り組ま
れることに期待したい。

相談、苦情等対応窓口は重要事項説明
書に明示し、関係機関や第三者委員も
紹介されている。また、施設内に利用者
や家族が解りやすいように文字等を工夫
して掲示され、パンフレットにも記載し配
布されている。施設内に相談室も設けて
いる。

利用者や家族等に、その文書を配布したり、わかりやすい場所に掲示し
ている。
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

39 　　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 ｂ

40 　　③利用者からの意見等に対して迅速に対応している ｂ

２　サービスの質の確保

(1)質の向上に向けた取組が組織的に行われている

41 ｃ
ａ

利用者や家族に対して、苦情記入カードの配布や匿名アンケート実施な
ど利用者や家族が苦情を申し出やすい工夫を行っている。

苦情解決の体制(苦情解決責任者の設置、苦情受付担当者の設置、第三者
委員の設置)を整備している。

苦情解決の仕組みが確立していない

ａ
苦情解決の仕組みが確立され利用者等に周知する取組が行われているとともに、苦
情解決の仕組みが機能している

ｂ

対応マニュアルに沿った取組がなされており、意見や提案のあった利用
者には、検討に時間がかかる場合も状況を速やかに報告している。

苦情解決の仕組みを説明した資料を利用者等に配布、説明しているとと
もに、わかりやすく説明した掲示物を掲示している。

ａ

ｂ

苦情を申し出た利用者や家族等に配慮した上で、苦情内容及び解決結果
等を公表している。

苦情解決の仕組みが確立され利用者等に周知する取組が行われているが、十分に機
能していない

ｃ

苦情を受けつけて解決を図った記録が適切に保管されている。

苦情への検討内容や対応策を、利用者や家族等に必ずフィードバックし
ている。

サービス内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体制が整備
されているが、十分に機能していないｂ

定められた評価基準に基づいて、年に１回以上自己評価を行うととも
に、第三者評価等を定期的に受審している。

対応マニュアルの定期的な見直しを行っている。

苦情や意見等を福祉サービスの改善に反映している。

　　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

ｃ 利用者からの意見等に対する対応マニュアルを整備していない

評価結果を分析・検討する場が、組織として定められ実行されている。

ｃ
サービス内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体制が整備
されていない

第三者評価受審時は自己評価が実施さ
れているが、受審しない年度も自己評価
の実施が望まれる。

評価に関する担当者・担当部署が設置されている。

利用者からの意見等に対する対応マニュアルを整備しているが、迅速に対応してい
ない

苦情解決の体制は、重要事項説明書や
パンフレット等に明示し、施設内に掲示し
て周知を図っている。施設内数か所に
「相談・要望等案内文書」を掲示し意見
箱も設置している。相談・苦情を受けた
際、相談室業務日誌に記録し、対応につ
いて家族等へ報告している。
「苦情相談記録票」等の書式の整備と、
苦情内容や解決結果の公表の取り組み
が望まれる。

相談、苦情等対応はマニュアルで基本
的な考えや委員会の開催を明示し、利
用者の意見等を直に聞いて、対応につ
いて検討されている。利用者から土曜日
も訓練室を利用したいとの意見があり、
職員を増やして対応している。
マニュアルの定期的な見直しが望まれ
る。

意見や提案を受けた際の記録の方法や報告の手順、対応策の検討等につ
いて規定したマニュアルを整備している。

利用者からの意見等に対する対応マニュアルを整備し、迅速に対応している

サービス内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体制が整備
され機能している
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【高齢者施設等版】

評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

42 ｃ

(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

43 ａ

44 ｂ

ｂ

　　①個々の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

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ているが、それに基づ
いたサービスの実施が十分でない

職員間で課題の共有化が図られている。

改善策や改善実施計画の実施状況の評価を実施するとともに、必要に応
じて計画の見直しを行っている。

評価結果から明確になった課題について、職員の参画のもとで改善策や
改善実施計画を策定する仕組みがある。

標準的な実施方法について、組織的な検証・見直しの仕組みを定めず、定期的な検
証をしていない

サービスの標準的な実施方法の見直しに関する時期やその方法が組織で
定められている。

ｃ 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ていない

標準的な実施方法には、利用者尊重やプライバシー保護の姿勢が明示さ
れている。

標準的な実施方法に基づいて実施されているかどうかを確認する仕組み
がある。

標準的な実施方法について、研修や個別の指導等によって職員に周知徹
底するための方策を講じている。

見直しにあたり、職員や利用者等からの意見や提案が反映されるような
仕組みになっている。

　　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
標準的な実施方法について定期的に検証し、必要な見直しを組織的に実施できるよ
う仕組みを定め、仕組みに従って検証・見直しを行っている

ｂ
標準的な実施方法について定期的に検証し、必要な見直しを組織的に実施できるよ
う仕組みを定めているが、検証・見直しが十分ではない

ｃ

各種マニュアルに利用者尊重やプライバ
シー保護の姿勢が明示されている。5年
以内の職員については個別に自己評価
が実施され、介護リーダーにより標準的
な実施方法で実践されているかどうか、
面接で確認する仕組みがある。

マニュアルは担当者会議や介護職員会
議等で、随時現状に即しているかを検討
し、「新型インフルエンザ」や「感染症マ
ニュアルのレベル別対応」等が追加され
ている。
マニュアルの見直しの時期や方法の明
示が望まれる。

評価結果を分析し、組織として取り組むべき課題を明確にしていない

ａ
評価結果を分析し、明確になった組織として取り組むべき課題について、改善策や
改善実施計画を立て実施している

　　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・改善実施計画を立て実施している。

評価結果を分析し、組織として取り組むべき課題を明確にしているが、改善策や改
善実施計画を立て実施するまでは至っていない

ｃ

自己評価及び改善の実施が望まれる。

ａ
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、それに基づいたサー
ビスが実施されている

職員の参画により評価結果の分析を行っている。

分析した結果やそれに基づく課題が文書化されている。

ｂ
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評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

(3)サービス実施の記録が適切に行われている

45 ａ

46 　　②利用者に関する記録の管理体制が確立している ａ

47 　　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 ｂ

パソコンのネットワークシステムを利用して、事業所内で情報を共有す
る仕組みを作っている。

組織における情報の流れが明確にされ、情報の分別や必要な情報が的確
に届くような仕組みが整備されている。

情報共有を目的として、ケアカンファレンスの定期的な開催等、部門横
断での取組がなされている。

ｃ

記録管理の責任者が設置されている。

ｃ

サービス実施計画に基づくサービスが実施されていることを記録により
確認することができる。

記録する職員で記録内容や書き方に差異が生じないように、記録要領の
作成や職員への指導などの工夫をしている。

ａ 利用者一人ひとりのサービス実施計画の実施状況が適切に記録されている

ｂ
利用者一人ひとりのサービス実施計画の実施状況が記録されているが、十分ではな
い

文書取扱規定により文書管理責任者が
設置され、保管や保存基準、廃棄に関す
る規程等を定め、施設内シュレッターで
廃棄処理している。個人情報等記録の
開示については重要事項説明書に明示
され、職員は服務規定や介護倫理等の
研修で個人情報の遵守について理解し
ている。

利用者に関する情報は、入所時のアセ
スメントで情報収集して各グループ会議
や介護職員会議等で共有されている。
「施設サービス計画」策定の流れが明示
され、２回目以降のアセスメントは居室担
当者等と役割分担等に取り組んでいる。
パソコンのネットワークシステム導入が
望まれる。

サービス実施計画に基づいたサービス
内容は、利用者一人ひとりの支援に沿っ
た記録となっている。介護支援専門員に
よる「施設ケアプランと記録について」の
研修が実施され、職員間の記録の統一
が図られている。

ｂ
利用者に関する記録管理について規定が定められ管理が行われているが、十分では
ない

利用者の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組が行われていな
い

ａ 利用者に関する記録管理について規定が定められ、適切に管理が行われている

利用者一人ひとりのサービス実施計画の実施状況が記録されていない

利用者に関する記録管理について規定が定められていない

ｃ

ａ 利用者の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組が行われている

職員は、個人情報保護法を理解し、遵守している。

記録の管理について個人情報保護と情報開示の観点から、職員に対し教
育や研修が行われている。

　　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

利用者の記録の保管、保存、廃棄に関する規程等を定めている。

利用者や家族等から情報の開示を求められた場合に関する規程を定めて
いる。

ｂ
利用者の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組が行われている
が、十分ではない
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評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

３　サービスの開始・継続

(1)サービス提供の開始が適切に行われている

48 ｂ

49 　　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

(2)サービスの継続性に配慮した対応が行われている

50 ａ

施設パンフレットには理念や基本方針の
他、年間の行事等も写真で紹介し、利用
者の活動や地域交流の様子を伝えてい
る。文字は大きく、見学等注視する箇所
は赤字で解りやすく明記されている。
今後は、ホームページ等の作成も望まれ
る。

インターネットを利用して、組織を紹介したホームページを作成し公開
している。

組織を紹介する資料は、言葉遣いや写真・図・絵の使用等で誰にでもわ
かるような内容にしている。

ｃ 利用希望者がサービスを選択するために必要な情報を提供していない

ｂ
利用希望者がサービスを選択するために必要な情報を提供しているが、十分ではな
い

重要事項説明書等の資料や契約書の内容は、利用者にもわかりやすいよ
うに工夫している。

サービスの内容や事業所の変更、地域・家庭への移行等にあたりサービスの継続性
に配慮していない

サービス開始の同意を得るにあたり、組織が定める様式に基づき利用者や家族等に
わかりやすく説明を行っている

サービス開始の同意を得るにあたり、組織が定める様式に基づき利用者や家族等に
説明を行っているが、十分ではない

ｃ

サービスの内容や事業所の変更、地域・家庭への移行等にあたりサービスの継続性
に配慮している

サービスの内容や事業所の変更、地域・家庭への移行等にあたりサービスの継続性
に配慮しているが、十分ではない

利用契約が必要な場合は、必ず契約書を取り交わしている。

　　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

他の事業所や地域・家庭への移行にあたり、サービスの継続性に配慮し
た手順と引継ぎ文書を定めている。

サービスを終了した後も、組織として利用者や家族等が相談できるよう
に担当者や窓口を設置している。

利用希望者がサービスを選択するために必要な情報を積極的に提供している

　　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

ｃ
サービス開始の同意を得るにあたり、組織が定める様式に基づき利用者や家族等に
説明を行っていない

ｂ

ａ

ａ

見学、体験入所、一日利用等の希望に対応している。

理念や、実施する福祉サービスの内容を紹介した資料を、公共施設等多
数の人が手にすることができる場所においている。

サービス開始時には、サービス内容や料金等について、利用者や家族等
の同意を得た上でその内容を書面で残している。

サービスの開始時に、サービスの内容や料金等が具体的に記載された重
要事項説明書等の資料を用意して、利用者に説明している。

説明にあたっては、利用者や家族等が理解しやすいような工夫や配慮(例
えば日常生活自立支援事業の活用)を行っている。

サービス終了時に、利用者や家族等に対し、その後の相談方法や担当者
について説明を行い、その内容を記載した文書を渡している。

入退所についての担当者は職務分掌で
位置づけられ、担当窓口や受付時間等
も詳細に明示されている。「退所後支援
手順について」に沿って退所理由に応じ
た支援体制があり、家族に文書も配布さ
れている。施設を退所して病院へ移行さ
れた際は、家族との対応に看護職が参
加する等の配慮をしている。

サービス利用開始時に、利用者や家族
に重要事項説明書を基にサービス内容
や料金等について説明して同意を得て
いる。重要事項説明書の内容を利用者
や家族に伝える際、担当者は権利擁護
事業等の資料も使い、方言で対応する
等、配慮している。
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評価

福祉サービス第三者評価結果（基本項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

４　サービス実施計画の策定

(1)利用者のアセスメントが行われている

51 ａ

(2)利用者に対するサービス実施計画が策定されている

52 ａ

53 　　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

利用者の身体状況や、生活状況等を正確に把握しておらず、定められた手順に従っ
てサービス実施上の解決すべき課題（ニーズ）を明示していない

ａ
利用者の身体状況や、生活状況等を正確に把握しており、定められた手順に従って
サービス実施上の解決すべき課題（ニーズ）を具体的に明示している

サービス実施計画を策定するための部門を横断したさまざまな職種によ
る関係職員（種別によっては組織以外の関係者も）の合議、利用者の意
向把握と同意を含んだ手順を定めて実施している。

見直しによって変更したサービス実施計画の内容を、関係職員に周知す
る手順を定めて実施している。

部門を横断したさまざまな職種の関係職員（種別によっては組織以外の
関係者も）が参加して、アセスメントに関する協議を実施している。

利用者の身体状況や、生活状況等を正確に把握しているが、定められた手順に従っ
てサービス実施上の解決すべき課題（ニーズ）を十分には明示していない

　　①定められた手順に従ってアセスメントを行っている

サービス実施計画を緊急に変更する場合の仕組みを整備している。

ｃ

利用者一人ひとりのサービス実施計画策定のための体制が確立しており、実際に機
能している

利用者一人ひとりのサービス実施計画策定のための体制が確立しているが、十分に
機能していない

利用者一人ひとりのサービス実施計画策定のための体制が確立していない

サービス実施計画について、実施状況の評価と実施計画の見直しに関する手順を組
織として定めて実施している

サービス実施計画策定の責任者を設置している。

ａ

ｃ

ｃ

サービス実施計画どおりにサービスが行われていることを確認する仕組
みが構築されるとともに、機能している。

ｂ

利用者の身体状況や、生活状況等を、組織が定めた統一した様式によっ
て把握し記録している。

サービス実施計画について、実施状況の評価と実施計画の見直しに関する手順を組
織として定めて実施していない

サービス実施計画について、実施状況の評価と実施計画の見直しに関する手順を組
織として定めて実施しているが、十分ではないｂ

　　①サービス実施計画を適切に策定している

ｂ

利用者一人ひとりの具体的なニーズが明示されている。

アセスメントの定期的見直しの時期と手順を定めている。

サービス実施計画書の定期的及び利用
者の状況に応じた随時の見直しが「施設
サービス計画策定の手順」で定められて
いる。見直しによって変更されたサービ
ス実施計画書は、各利用者の簿冊に添
付して関係職員に周知している。

サービス実施計画の見直しについて、見直しを行う時期、検討会議の参
加職員、利用者の意向把握と同意を得るための手順等、組織的な仕組み
を定めて実施している。

サービス実施計画策定の責任者は職務
分掌で定め、契約書や重要事項説明書
に明示されている。「施設サービス計画
策定の手順」に沿って、６か月～２４か月
に１回利用者や家族等が参加するサー
ビス担当者会議でサービス実施状況が
確認され、仕組みが機能している。

アセスメントは定められた様式を使用し
て把握し、記録されている。「施設サービ
ス計画策定の手順」にアセスメントの時
期等が明示され、部門を横断して職員が
参加し協議されている。サービス実施計
画書には具体的なニーズが明示されて
いる。

ａ
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(1)利用者の主体性を尊重している

55 　　①利用者の主体性を尊重している ａ

(2)認知症利用者への対応

56 ａ

(3)利用者に対する不当な扱いの防止

57 　　①利用者の権利を擁護するための取り組みが行われている ａ

利用者の主体性の尊重は施設運営方針
に明示され、アセスメントや日々の関わ
りを通して意向を把握し、ケアに反映さ
せている。地域ボランティアや友愛訪問
の受入、地域行事への参加等で、利用
者と地域との交流が図られ、家族会も組
織されている。施設内にテレビや新聞、
雑誌等が置かれ、自由に利用することが
できる。酒、タバコ等の嗜好品は要望が
あれば対応可能である。

認知症ケアマニュアルが整備され、マ
ニュアルに沿って利用者一人ひとりの状
況に応じた適切な対応が行われている。
月２回、精神科医による回診が行われ、
医療との連携が図られている。

倫理規程が作成され、「高齢者虐待防止
法等、法令順守について」の施設長講話
や研修を実施して職員に周知されてい
る。「身体拘束ゼロの誓い」を掲げ、身体
拘束排除マニュアルを整備し、手順通り
に対応されている。成年後見人制度等
の啓発ポスターが掲示され、窓口は相談
室である。

成年後見制度等について、家族や利用者に対して情報提供を行うととも
に、必要に応じて、相談に応じる体制がある。

不適切な行為が行われないよう守るべき規範・倫理等を明文化してお
り、全職員へ周知するための具体策が講じられている。

認知症ケアに関するマニュアルがある。

認知症利用者一人ひとりの生活歴等を十分に把握し、個々の状況に応じ
た対応が適切に行われている。

認知症についての知識又は、認知症ケアについての研修を実施してい
る。

利用者の権利を擁護する具体的な取り組みが行われていない。

職員の意識を啓発するために、具体的な事例を提示し権利侵害の防止や
成年後見制度等に関する研修会等を実施している。

やむを得ず身体拘束を行う場合の対応方針を明文化している。

職員に対し、高齢者虐待防止法が周知徹底されている。

ｂ 利用者の権利を擁護する具体的な取り組みが行われているが、十分でない

ｃ

必要に応じて専門医との連携が図られている。

認知症利用者への対応が適切に行われている

認知症利用者への対応を行っているが、十分でない

利用者の主体性や意向を尊重しながら支援を行っている。

認知症利用者が安心して生活できるよう、過ごしやすい環境づくりに取
り組んでいる。

認知症利用者への対応が適切に行われていない

ｂ

不適切な行為が行われないよう、職員が相互に日常の言動を振り返り、
組織的に対策を検討している。

嗜好品（酒、たばこ等）については、健康上の影響に留意した上で、利
用者の意思や希望が尊重されている。

ｂ

利用者が、職員以外にも交流できるような機会を確保している。

利用者にょる自治会ないし利用者の会等がある。

新聞、雑誌等の購読やテレビ等は利用者の意思や希望に沿って利用でき
る。

ｃ

利用者の主体性を尊重している

利用者の主体性を尊重しているが十分でない

利用者の主体性を尊重していない

ａ

ａ

ｃ

福祉サービス評価結果（内容評価項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

ａ 利用者の権利を擁護する具体的な取り組みが行われている

　　①認知症利用者への対応が適切に行われている

Ａ－１　利用者の尊重
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評価

福祉サービス評価結果（内容評価項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

(4)ターミナルケア

58 ａ

(1)食事

59 ｂ

60 ａ

食事は本人の身体状況に合わせて、普通食、きざみ食、流動食等を提供
している。

看取り指針が作成され、利用者や家族
の意向を把握した同意書を徴し、ケアマ
ニュアルに沿って看取りが実施されてい
る。施設内に看取りの部屋も確保されて
いるが、利用者や家族の希望を尊重し
居室で対応する等配慮されている。

食事は適温で提供されている。栄養士が
摂取量をチェックし、利用者の嗜好や季
節の食材、行事食等に配慮した献立に
なっている。献立は食堂に掲示され、利
用者に食前に説明している。海苔や油味
噌等の嗜好品を添える等の配慮もある。
利用者の希望に応じて一定時間内でず
らすことが出来る配慮が求められる。

食事は全員離床して食堂で摂ってもらう
方針である。利用者の身体状況に合わ
せた足置き台の活用等、座位保持に配
慮されている。利用者の状態に応じた食
事形態やスプーン、食器等の補助具が
使用されている。

　　①重篤な状態になった時や終末期の対応について、利用者・
　　　 家族の希望に応じるための配慮がなされている

終末期の場所等の選択について、利用者や家族の意向を把握している。

職員に対し、ターミナルケアについて理解を深めるための研修等を行っ
ている。

利用者や家族の意向を尊重し、可能な限り対応する方針をもっている。

Ａ－２　日常生活支援

献立及び食材についての情報はあらかじめ利用者に提供されている。

ｃ 利用者の身体状況に合わせて提供していない

食事は利用者が一斉に摂るのではなく、利用者の希望に応じて一定の時
間内で延長やずらすことができる。

漬け物、梅干し等の嗜好品を持ち込むことができる。

献立・食材に季節感があり、盛り付けや食器にも工夫している。

　　②食事は利用者の身体状況に合わせて提供している

利用者の身体状況に応じて、できるだけ離床して、嚥下の状況や食べる
早さに留意した食事介助が行われている。

ａ 利用者の身体状況に合わせて提供している

ｂ 利用者の身体状況に合わせて提供しているが、十分ではない

温かいものは温かく、冷たいものは冷たく、適温の食事を提供してい
る。

食事が美味しく、楽しく食べられるように工夫されていない

　　①食事は利用者の嗜好を考慮した献立を基本として、美味し
       く、楽しく食べられるように工夫されている

ａ

ｂ

ｃ

食事が美味しく、楽しく食べられるように工夫されている

食事が美味しく、楽しく食べられるような工夫が十分ではない

ａ 利用者・家族の希望に応じるために配慮がなされている

利用者・家族の希望に応じるために配慮しているが十分でない

利用者・家族の希望に応じる配慮がなされていない

ｂ

ｃ

定期的に嗜好調査を行うなど、利用者の嗜好の把握に努め、その結果を
献立に反映している。
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評価

福祉サービス評価結果（内容評価項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

(2)入浴

61 ａ

62 ａ

63 ａ

入浴介助マニュアルが整備され、入浴は
サービス実施計画書に位置付けられて
いる。利用者の身体状況に応じて、チェ
ア浴やストレッチャー浴等で対応し、体調
不良時は清拭に変更する等配慮されて
いる。入浴時間は男女別に設定し、介助
も同性対応を基本としている。

入浴は週２回以上、午前と午後に分けて
実施されている。入浴回数は利用者の
要望を把握して決め、病院受診や外出
等必要に応じた対応もされている。利用
者聞き取り調査で「毎日入浴したい」の
意見もある。

浴室・脱衣場の備品の故障等、環境整
備については安全対策委員会で検討さ
れている。浴室内は冷暖房やプライバ
シーに配慮され、出入り口や脱衣場は
カーテンで仕切る等、工夫されている。

　　①入浴は、利用者の身体状況に応じた介助方法などに配慮
　　　 して提供されている

浴室・脱衣場の設備や入浴器具の設置等については、必要に応じ検討会
議を持っている。

浴室や脱衣場は、プライバシーを保護する構造・設備上の工夫や保護す
る環境を確保するための工夫が行われている。

ｂ

脱衣場の冷暖房設備は、気候や利用者の身体状態に応じて調整できる。

入浴の時間帯や週間回数について、利用者との話し合いで決めている。

入浴日・時間について男女別の配慮がされ、入浴前後に不必要に裸体の
ままでいることのないよう配慮している。

同性職員による入浴介助を基本としている。

設定された時間のほかに、失禁や汗をかいた場合等必要に応じて入浴や
シャワー浴が可能である。

一人ひとりの健康状態や留意事項について、サービス実施計画や個別
チェックリスト等で確認している。

　　②入浴は、利用者の希望に沿って行われている

ａ

ｃ

健康上の理由で入浴できなかった利用者には代替方法をとっている。

入浴介助・支援方法についてマニュアルを整備し、安全性やプライバ
シーの保護を確保できるよう対策を講じている。

利用者一人ひとりの健康状態に応じた入浴方法や介助を行っている。

ｃ

利用者の身体状況に応じた介助方法などを配慮している

利用者の身体状況に応じた介助方法などへの配慮が十分ではない

利用者の身体状況に応じた介助方法などへ配慮していない

ａ

ｂ

ｂ

ａ

利用者の希望に沿って行われている

利用者の希望に沿って行われているが、十分ではない

利用者の希望に沿って行われていない

環境は適切である

　　③浴室・脱衣場等の環境は適切である

配慮が十分でない

ｃ 環境は適切ではない
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評価

福祉サービス評価結果（内容評価項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

(3)排泄

64 ａ

65 　　②トイレは清潔で快適である ｂ

(4)衣服

66 ａ

衣服は利用者の意思を尊重して本人に
選んでもらっている。衣服は季節に応じ
て家族が用意しているが、家族の対応が
困難な時は、買い物代行や衣替え等が
支援されている。

排泄介助や排泄用具の使用方法等のマ
ニュアルが整備され、サービス実施計画
書に排泄目標を設定し、実施状況は記
録されている。プライバシー保護に配慮
して同性介助を基本とし、排泄の失敗時
はトイレ内シャワーや浴室で対応されて
いる。

トイレの環境整備は安全対策委員会で
検討し、入り口はカーテン仕様となってい
るが全トイレが温暖便座に変更されてい
る。トイレに手すりや立位時の補助
バー、足踏み台等が設置され、トイレの
清掃は毎日実施されている。
居室ポータブルトイレのチェック体制の
強化が望まれる。

衣服の選択については、必要があれば相談に応じている。

衣服の購入の際には、必要があれば職員が相談、情報提供、買い物支援
等に応じている。

衣服は、季節・生活サイクルに合ったものを着用するよう配慮がなされ
ている。

排泄用具（おむつ、移動式便器、集尿器、採尿器、ストマ用具等）の使
用方法についてマニュアルが整備され、衛生や防臭に考慮し使用されて
いる。

利用者の状況に応じた排泄目標を設定している。

排泄介助の結果は記録されている。

採光・照明等は適切である。

ポータブルトイレを使用している場合、排泄物の処理が速やかに行われ
ている。

　　①利用者の個性や好みを尊重し、衣服の選択について支援
       している

冷暖房設備がある。

排泄介助に際して、利用者の健康状態や注意事項について、サービス実
施計画や個別チェックリスト等で確認している。

おむつ交換・排泄介助のマニュアル（安全、プライバシー、便意・尿
意・失禁の対応を含む）が用意され、実践されている。

ａ 配慮している

ｂ

ａ 清潔で快適である

ｂ 配慮が十分でない

配慮しているが、十分でない

　　①排泄介助は、利用者の身体状況に応じた介助方法などに
　     配慮している

ｃ 配慮されていない

適切な換気等による防臭対策がなされている。

清掃は毎日行われ、汚れた場合は直ちに対応している。

ｃ 清潔かつ快適ではない

身体状況に応じた設備や補助具の配備を含めて、トイレ環境の点検・改
善のための検討を定期的に行っている。

プライバシーに配慮したトイレの構造・設備になっている。

ａ

ｂ

利用者の個性や好みを尊重した支援を行っている

利用者の個性や好みを尊重した支援が十分ではない

利用者の個性や好みを尊重した支援を行っていないｃ

衣服は利用者の意思で選択している。
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評価

福祉サービス評価結果（内容評価項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

67 ａ

(5)理容・美容

68 ａ

69 ｃ

(6)睡眠

70 ａ

睡眠や安眠対策について健康管理マ
ニュアルに記載され、夜間の巡視時は仕
切りカーテンの使用やヘッドライトの活用
で光や音に配慮している。暗くなると不
安を訴える利用者には本人専用のスタ
ンドが設置されている。不眠時は介護職
員室等で対応し、眠剤等の服用は担当
医と連携している。シーツ交換は週１回
実施され、ベッドやマットレスは年２回の
消毒や交換が実施されている。

衣服、更衣マニュアルが整備され、入浴
日以外の着替えは午前中に実施し、汚
れた場合等はその都度対応されている。
衣服の汚れや破損が生じた場合は、洗
濯担当職員が対応している。

理容・美容は、月２回業者の出張サービ
スが実施され料金も明示されている。
パーマ等を希望する利用者は家族対応
で地域の美容室を利用している。日常的
に化粧の要望がある利用者や行事、外
出時の整容等は職員が対応し、爪切り
は看護師対応で、髭そりは介護職員が
入浴時や随時に対応している。

不眠等により同室者に影響を及ぼす場合、一時的に他の部屋を使用する
ことができる。

地域の理・美容室を希望する利用者に
は、家族が対応している。

利用者が着替えを希望した場合、特別な場合（強いこだわり等）を除
き、その意思を尊重している。

ｃ

ｂ

　　②衣服の着替え時の支援や汚れに気がついた時の対応は
       適切である

寝室やベッド周辺の光や音について、利用者の希望や状況に応じた適切
な配慮がなされている

夜間就寝中の利用者に対するサービスについては、利用者の身体状況に
応じた体位交換やおむつ交換、さらには睡眠のリズムの乱れや不眠者へ
の対応を含むマニュアルが用意され、実践されている。

寝具は、利用者の好みに基づいて用意され、又は私物利用も認められて
いる。

衣類の着替え時の支援や汚れに気付いた時の対応が適切に行われていない

衣類の着替え時の支援や汚れに気付いた時の対応は適宜行われているが、十分では
ない

　　①利用者の個性や好みを尊重し、選択について支援している

髪型や化粧の仕方等は利用者の意思で決めている。

ｃ 利用者の個性や好みを尊重した支援を行っていない

ａ 利用者の個性や好みを尊重した支援を行っている

汚れや破損が生じた場合に、速やかに対応するためのマニュアルが用意
されている。

ｂ 利用者の個性や好みを尊重した支援が十分ではない十分ではない

ａ 衣類の着替え時の支援や汚れに気付いた時の対応は適切に行われている

ａ 配慮している

職員は、必要があれば、整髪や化粧を手伝ったり、又は相談に応じたり
している。

　　②理髪店や美容院の利用について配慮している

理容・美容に関する資料や料金等の情報を用意している。

つめきり、ひげそり等の衛生管理が定期的に行われている。

　　①安眠できるように配慮している

地域の理髪店や美容院の利用について、必要に応じて職員の送迎や同行
などの支援を行っている。

利用する理髪店や美容院に対しては、理解と協力を得られるよう、必要
に応じて職員が連絡・調整を行っている。

ｂ 配慮しているが十分でない

ｃ 配慮していない

ａ 配慮している

ｂ 配慮が十分でない

ｃ 配慮していない

夜間に行われた個別支援は記録されている。

寝具の交換は利用者の希望又は定期的に行われ、常に清潔なものが提供
されている。
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評価

福祉サービス評価結果（内容評価項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

(7)健康管理

71 ａ

72 ａ

73 ｃ

健康管理マニュアルに沿って利用者の
定期健診や予防接種等が行われ、日ご
ろの健康状態や嘱託医による助言等を
記録した健康管理票も整備されている。
生活リハビリを機能訓練計画に位置付
けて実施し健康維持を図っている。褥瘡
ゼロ推進委員会や胃ろうゼロ、口腔機能
改善等の委員会が設置され、栄養ケア
マネジメントの対応等褥瘡対策が検討さ
れ、訪問歯科医による指導や研修が実
施されている。

健康管理マニュアルに服薬管理が明記
され、誤薬発生時の緊急対応マニュアル
も整備されている。
職員はマニュアルに沿って処方箋一覧
表等を確認し配薬や与薬を実施している
が、今年度は１０月と１１月に２件の誤薬
が発生している。
事故報告に基づき安全対策委員会で再
発防止に向けた対応策が検討され、職
員への周知徹底に努めている。

　　②必要な時、迅速かつ適切な医療が受けられる

　　③内服薬・外用薬等の扱いは確実に行われている

利用者の健康面に変調があった場合の
「事故緊急マニュアル」が作成され、協力
機関として地域の総合病院、内科、精神
科、歯科が指定されている。嘱託医によ
る回診が内科週２回、精神科月２回実施
されている。訪問歯科は週2回実施さ
れ、診療と職員指導が行われ、日ごろの
ケアに反映され、誤嚥性肺炎による入院
の減少に繋げている。

内服・外用薬の使用状況は記録されている。

褥瘡の原因や予防・治療のための有効な手段を職員間で共有し、実施さ
れている。

健康の維持・増進のため、日常生活の中に取り入れるプログラムが用意
されている。

利用者（及び必要に応じその家族）の承諾を得て、インフルエンザ等の
予防接種を行っている。

　　①日常の健康管理は適切である。

健康状態に関して医師等による相談・指導を受けることができ、必要に
応じて利用者や家族に説明している。

ｃ

十分でない

利用者の健康管理票が整備されている。

ａ

一人ひとりの利用者に使用される薬物の管理（保管から服用・使用確認
に至るまで）について、マニュアルが用意され実践されている。

薬物の取り違え・服用拒否や服用忘れ・重複服用等、薬物使用に誤りが
あった場合の対応について、マニュアルが用意され実践されている。

ａ

適切ではない

利用者の健康管理マニュアルが用意され、実践されている。

ｂ
必要な時に、迅速かつ適切な医療が受けられる体制は整備されているが、取り組み
が十分ではない

ｃ 必要な時に、迅速かつ適切な医療が受けられる体制は整備されていない

必要な時に、迅速かつ適切な医療が受けられる体制が整備されている

適切である

ｂ

ａ 確実に行われている

確保している医療機関では、迅速かつ適切な医療が受けられるように、
日常的な連携を図っている。

健康面に変調があった場合の対応手順は、マニュアルとして用意されて
いる。

地域内に協力医療機関を確保している。

ｂ 　－

ｃ 確実に行われていない

利用者（及び必要に応じその家族等）並びに担当職員は、薬の目的・性
質・効果・副作用・注意事項等について、適切な情報を得ている。
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評価

福祉サービス評価結果（内容評価項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

(8)機能訓練

74 ａ

(9)余暇・レクリェーション

75 ａ

(10)外出

76 ｂ

機能訓練室が設置され機能訓練指導員
等２人が配置されている。日常生活にお
ける具体的な目標を設定した個別機能
訓練計画書が作成され、３か月毎に評
価・見直しが実施されている。機能訓練
表を作成し、全利用者を対象に週２回、
作業療法や理学療法、レク療法等が提
供され、寝たきりの利用者へは、毎日
マッサージが実施されている。

余暇・レクレーション活動は、利用者から
直接希望を聞いてミニレクに反映したり
時代劇や民謡のビデオ等が提供されて
いる。施設行事は、レク・行事運営委員
会で計画され月間行事表が掲示されて
いる。夕涼み会や運動会等の行事にボ
ランティアを受け入れ、介護タクシー等の
社会資源も活用されている。

行事委員会で地域のイベント等の情報を
収集し、市の広報誌や観光ガイド等が施
設内に掲示されている。市民劇や桜見
物等では、地域のボランティアに協力を
依頼し職員と共に利用者の外出が支援
されている。
利用者等と外出について話し合う等、希
望に応じた配慮が望まれる。

地域のガイドマップやイベント等の情報を普段から収集するよう努め、
利用者に提供している。

地域の社会資源を積極的に活用している

　　①外出は利用者の希望に応じるよう配慮されている

利用者には、余暇やレクリェーションに関する情報を提供している

利用者一人ひとりに応じたプログラムを作成し、評価・見直しを行って
いる。

機能訓練のプログラムは、個人ごとに日常生活において達成しようとす
る具体的な事項（離床、排泄の自立など）を想定して設定している。

　　①利用者の心身の状況に応じた機能訓練が適切に行われている

ａ 利用者の希望に応じるよう配慮されている

ｂ

必要に応じて、外部から協力者（ボランティア）を受け入れている

必要な時には、職員・ガイドヘルパー・地域のボランティア等からの介
助や支援・助言を受けられる体制が整っている。

利用者の代表や自治会等と話し合って、外出についてのルールを設けて
いる

話し合いやアンケート等を通じて、利用者の意向を把握している

利用者の希望に応じるよう配慮されているが、十分でない

ｃ 利用者の希望に配慮されていない

ａ 適切に行われている

ｂ 適切に行われているが、十分でない

ｃ 余暇・レクリエーションは利用者の希望が反映されていない

ｃ 適切に行われていない

ａ

機能訓練は機能訓練指導員等の指導のもと、日常生活でも行っている。

　　①余暇活動・レクリェーションは、利用者の希望に沿って行わ
　　　 れている

余暇・レクリエーションは利用者の希望が反映され、希望に沿って行われている

ｂ 余暇・レクリエーションは利用者の希望が反映されているが、十分ではない
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評価

福祉サービス評価結果（内容評価項目）

項　　　　　　　　目
評価所見判　　断　　基　　準（ａ･ｂ･ｃ）

□　評　価　の　着　眼　点

(11)家族との交流・連携

77 ａ

(12)生活環境づくり

78 ｂ

(13)所持金・預かり金の管理

79 ｂ

居室は仕切りカーテンがあり、冷暖房を
完備し、冬場は加湿器が設置されてい
る。各ユニットの廊下や食堂にテレビを
設置し、好きな場所で楽しめるようになっ
ている。居室に私物の持ち込みが可能
で、ベッドサイドにはラジオや時計等が
置かれている。
身の回りの生活環境等コールボタンの
補充や利用者の意向を聞く機会を設け
ることが望まれる。

所持金・預かり金の管理は、「入所者預
かり金取り扱い要綱」が定められ責任者
を明確にしている。毎月、預かり金の残
高や明細書が作成され家族に送付され
ている。
家族による確認のための記名捺印等が
望まれる。

家族による外出や外泊、面会は希望に
応じ、面会室が準備されている。盆・正
月は施設側から外出、外泊の案内を行
い、希望があれば送迎等を支援してい
る。行事案内は文書で通知され毎回7割
程の家族が参加されている。職員と家族
等で組織する「ぬくぬく会」も定期的に開
催されている。利用者の日常の様子や
施設の現況は、ミニ便りや家族会等で報
告されている。

一人になれる場所や部屋、又は少人数でくつろげる場所や部屋がある。

居室への私物の持ち込みが配慮されている。

利用者の日常の様子や施設の現況を定期的に家族に知らせている。

家族等による外出、外泊及び面会は可能な限り希望に応じている。

身の回りの生活環境（事業所内の清掃や装飾、室内のベッド、その他家
具や飾り付け、採光や冷暖房等）については、利用者の意向を聞く機会
を設けている。

移動がスムーズに行われるよう配慮されている。

ｂ

利用者や家族等へ預かり金の明細を報告し、確認（署名、記名捺印等）
を得ている。

利用者の預かり金については、その取り扱い規約を定め、責任の所在を
明確にしている。

金銭等の自己管理ができるように配慮されている。

　　①預かり金について、適切な管理体制が作られている

ａ

ａ

ｂ

　　①施設と家族との交流・連携を図っている

家族が施設の行事等に参加できるよう配慮している。

ｃ

施設と家族との交流・連携を図っている

施設と家族との交流・連携を図っているが、十分でない

利用者が過ごしやすい環境づくりに努めている

ｂ 利用者が過ごしやすい環境づくりに努めているが、十分でない

ａ

　　①利用者が過ごしやすい環境づくりに努めている

施設と家族との交流・連携を図っていない

利用者と家族がゆっくり話せるように配慮している。

ｃ 利用者が過ごしやすい環境づくりに関して特に配慮していない

ｃ

適切な管理体制が整備され、確実な取り組みが行われている

管理体制が整備されているが、取り組みが十分ではない

管理体制が整備されていない

居室はプライバシーの保護に配慮されている。
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