
2022 年 4 月 19 日

東京都福祉サービス評価推進機構
公益財団法人　東京都福祉保健財団理事長　殿

評価機関名　

認証評価機関番号　 機構 03 －

電話番号　

代表者氏名　 印

以下のとおり評価を行いましたので報告します。

担当分野

① 福祉

② 福祉

③ 経営

④

⑤

⑥

福祉サービス種別

評価対象事業所名称

事業所代表者氏名

契約日 年 8 月 30 日

利用者調査票配付日（実施日） 年 10 月 28 日

利用者調査結果報告日 年 11 月 25 日

自己評価の調査票配付日 年 8 月 30 日

自己評価結果報告日 年 11 月 25 日

訪問調査日 年 12 月 9 日

評価合議日 年 12 月 20 日

コメント
(利用者調査・事業評価の
工夫点、補助者・専門家等
の活用、第三者性確保の
ための措置などを記入）

2022 年 3 月 25 日

事業者代表者氏名 印

福祉サービス第三者評価結果報告書【令和3年度】

〒　 131-0032

所在地　 東京都墨田区東向島六丁目３７番４号

一般社団法人 アクティブ ケア アンド サポート

091

03-6657-4511

代表理事　小池一歩

評価者氏名・担当分野・評
価者養成講習修了者番号

評価者氏名 修了者番号

H0901012

H1501031

H0305066

指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホー
ム】

指定番号 1371906387社会福祉法人翠生会　音羽台レジデンス

2021

事業所連絡先

〒 175-0094

所在地 東京都板橋区成増４丁目３３番１号

℡ 03-3939-0200

施設長　西山正徳

2021

2021

2021

2021

2021

2021

１．利用者調査は、新型コロナ禍で対面が制限されているなか、対策を講じたうえで回
答可能な利用者6人に面談し、全員から聞取りました。
２．事業評価に当り、経営層には訪問して、職員には動画により、第三者評価の目的、
手順、回答シートの記入要領などを説明しました。
３．訪問調査は、12月9日（木）、新型コロナウイルス感染防止に係る事業所の対策に留
意しつつ、聞取り、サービス状況の観察を行いました。
４．評価者はいずれも事業所と事業上の関係を有しないことを確認し第三者性の確保を
図りました。

評価機関から上記及び別紙の評価結果を含む評価結果報告書を受け取りました。
本報告書の内容のうち、

社会福祉法人翠生会 理事長 新貝憲利

機構が定める部分を公表することに同意します。

別添の理由書により、一部について、公表に同意しません。

別添の理由書により、公表には同意しません。
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〔事業者の理念・方針、期待する職員像：指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】〕 令和3年度

《事業所名： 社会福祉法人翠生会　音羽台レジデンス》

1

事業者が大切にしている考え（事業者の理念・ビジョン・使命など）のうち、
特に重要なもの（上位５つ程度）を簡潔に記述
（関連　カテゴリー１　リーダーシップと意思決定）

2

（１）職員に求めている人材像や役割

（２）職員に期待すること（職員に持って欲しい使命感）

・入所者の安全こそが、介護施設の基本であり、強い安全意識を持った業務の遂行
・入所者、ご家族様から安心、信頼を得るための介護の実践
・多職種によるチームワークを発揮した介護の実践
・個人情報を守り、入所者の人権の尊重
・入所者、ご家族様への質の高い接遇の実践

理念・方針　（関連　カテゴリー１　リーダーシップと意思決定）

（法人運営理念）
・人としての尊厳を尊重し生きる喜びを共に歩みます。
・個人の能力や個別性を重視し、自立に向けた生きがいのある生活を支援します。
・チームワーク力を発揮し、サービスの質の向上に努めます。
・住み慣れた地域で安心して生活できる地域ケアを実践します。
(施設目標）
「入居者・家族・職員・地域を笑顔にする施設」
（めざす施設の姿）
・生き心地のよい施設（自立支援　回復の支援）
・最後まで生き切る施設（看取り援助）
・地域と繋がっている施設（地域貢献）

期待する職員像　（関連　カテゴリー５　職員と組織の能力向上）

　「尊厳」、「安心」、「信頼」が当施設の理念であり、これを達成するため職員一人一人が入所者、ご家族様と真摯に向き合
い、技術を高め、意識を向上させ、常に満足いただけるケアの実践。



〔利用者調査：指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】〕 令和3年度

利用者総数

アンケート 聞き取り 計
共通評価項目による調査対象者数 95 95
共通評価項目による調査の有効回答者数 6 6
利用者総数に対する回答者割合（％） 0.0 6.3 6.3

利用者調査全体のコメント

場面観察方式の調査結果

調査の視点：「日常生活で利用者の発するサイン（呼びかけ、声なき呼びかけ、まなざし等）と

それに対する職員のかかわり」及び「そのかかわりによる利用者の気持ちの変化」

評価機関としての調査結果

《選定した場面から評価機関が読み取った利用者の気持ちの変化》

　《事業所名： 社会福祉法人翠生会　音羽台レジデンス》

　

　

　利用者に対し第三者評価の目的について説明し、利用者調
査票（フリガナ付き）をもとに聞取り、回収しました。

調査方法

95

《調査時に観察したさまざまな場面の中で、調査の視点に基づいて評
価機関が選定した場面》

　2021年9月現在、新型コロナウイルス感染防止対策を講じ利
用者総数95人のうち回答可能な6人と面談し、全員から回答
を聞き取りました（回答者割合6％）。

調査対象

　施設は都営地下鉄の最寄り駅から徒歩15分ほど、または、私鉄の駅からバスに乗り換え最寄りのバス停から徒歩4分
ほどの高台にあります。5階建て全て個室のユニット型特別養護老人ホームとして13年が経ちました。玄関で感染予防
のための手洗いとうがいを励行しています。入所者は3階から5階まで各フロアのユニットで、入所者同士が絆を強めな
がら生活している様子がうかがえました。
　回答者の総合的な感想は、回答者6人のうち1人が「大変満足」、4人が「満足」、1人が「どちらともいえない」でした。
　個別の質問に対し、問2「必要な介助は受けている」、問3「自分のしたいことができている」、問5「生活スペースは清
潔」、問7「怪我や体調悪化時の対応」、問9「プライバシーの保護」は、全員が「はい」と回答しました。ところが、問14「第
三者に相談できる」は、「はい」と「どちらともいえない」がともに1人で、他の4人は「いいえ」と回答しました。「職員に言え
ばやってもらえる。直ぐ相談している。」などから、話しやすい環境下で自分ができることは自分で行い、できないことは
支援を受けるという姿勢がうかがえました。
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「評価機関としての調査結果」に対する事業者のコメント

利用者調査結果

は い
どちらとも
いえない いいえ

無回答
非該当

5 1 0 0

6 0 0 0

6 0 0 0

5 0 0 1

6 0 0 0

実数

コメント

共通評価項目

3．施設の生活はくつろげるか

4．職員は日常的に、健康状態を気にかけているか

　回答は、全員が「はい」でした。自由意見には、「週1回シート交換をしてくれる。トイレ、洗面所を週1回モップで拭いてくれる。」のほ
か、「場所により汚れが気になる。」との声がありました。

5．施設内の清掃、整理整頓は行き届いているか

　回答は、全員が「はい」でした。自由意見には、「団体生活だけどテレビは自由に見られる。多目的ホールで楽しく過ごしている。“音
羽会”で音頭、共に生きようを合掌しています。趣味の書道を月2回しています。」と言う意見がありました。

　回答は、全員が「はい」でした。自由意見には、「心配で見守りしてくれている。入浴の時に支援を受けています。背中を洗う支援を
受けています。トイレは自分でしているが、車いすは居室以外は押してもらう。」のほか、「自分で出来ることはしています。」という意見
がありました。

1．食事の献立や食事介助など食事に満足しているか

2．日常生活で必要な介助を受けているか

　回答は、「はい」が5人、「どちらともいえない」が1人でした。自由意見には、「おいしいです。ほぐして出てくる、トロットしたのをかけて
食べやすい。家で出たものを食べたいけど３食食べれるからいいです。野菜は固いがあとは100％いいです。」のほか、「お米がおい
しいけど、ご飯の量が足りない。」という声がありました。

　回答は、「はい」が5人、「非該当」が1人でし。自由意見には、「病院へ連れて行ってくれました。（体温や血圧などを）看護師がチェッ
クしてくれる。痛い処はないが、言えばえやってくれる。」のほか、「元気なので私の場合はない。」という声がありました。
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5 1 0 0

6 0 0 0

4 0 0 2

5 1 0 0

6 0 0 0

5 1 0 0

5 0 0 1

　回答は、「はい」が5人、「どちらともいえない」が1人でした。自由意見には、「気を遣ってくれている。気持ちよくやってくれる。親しみ
やすく接してくれている。元気で明るい。」のほか、「その時による。」という声がありました。

　回答は、全員が「はい」でした。自由意見には、「看護師が対応してくれる。」のほか、「言えばやってくれる。ベッドから離れたら心配
です。」という声がありました。

6．職員の接遇・態度は適切か

7．病気やけがをした際の職員の対応は信頼できるか

　回答は、「はい」が4人、「非該当」が2人でした。自由意見には、「自分にはないが見かけたことあり、職員はしっかり対応していた。」
のほか、「争いはない。」との声がありました。

12．サービス内容や計画に関する職員の説明はわかりやすいか

　回答は、「はい」が5人、「非該当」が1人でした。自由意見には、「説明を受けたかわらない。」という声がありました。

　回答は、「はい」が5人、「どちらともいえない」」が1人でした。自由意見には、「よく教育されていると思う。言ったらやってくれると思い
ます。」のほか、「人によって違います。」という声がありました。

8．利用者同士のトラブルに関する対応は信頼できるか

9．利用者の気持ちを尊重した対応がされているか

　回答は、「はい」が5人、「どちらともいえない」が1人でした。自由意見には、「楽しく過ごせている。自宅に帰りたいと思っていて要望
を聞いてもらえた。やれることを自分でやって、それ以外のことはやってくれると思う。計画、サービスについて気にしていない。」という
意見がありました。

10．利用者のプライバシーは守られているか

11．個別の計画作成時に、利用者や家族の状況や要望を聞かれているか

　回答は、全員が「はい」でした。自由意見には、「すぐに職員に相談しています。普段考えたことがないが、たぶん大丈夫です。」のほ
か、「職員さんに言って解決した。」という声がありました。
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5 0 0 1

1 1 4 0

　回答は、「はい」が5人、「非該当」が1人でした。自由意見には、「100％対応してくれる。多少満足できないことがあるが大方やってく
れる。」のほか、「言いたいことはない。聞き流すことがある。」という声がありました。

13．利用者の不満や要望は対応されているか

14．外部の苦情窓口（行政や第三者委員等）にも相談できることを伝えられてい
るか

　回答は、「はい」が1人、「どちらともいえない」が1人、「いいえ」が4人でした。自由意見には、「区の人に言える。よくわからない。」と
いう意見がありました。
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〔組織マネジメント：指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】〕 令和3年度

《事業所名： 社会福祉法人翠生会　音羽台レジデンス》

Ⅰ 組織マネジメント項目（カテゴリー１～５、７）

№

7／7

評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

評価項目3

　　

評価

　施設長は自らの役割及び責任を施設の定例会議（運営会議）及び毎年度初の事業計画発表会において職員に周知しています。2018年
7月にISO9001品質マネジメントシステムの認証を取得し、各部署から定期的にISO報告書を提出させ、理念及びビジョンと併せ、年度事業
計画に明示した基本方針の実現に努めています。本年度の基本方針には、「1.新型コロナ感染症予防対策の徹底」ほか7項目を定め、そ
れらの実現のため、目指す施設の姿、取り組む目標及び重点実施事項を明示し、ISOの認証更新に備え「ISOの深化」を取り上げていま
す。

重要な案件は所定のルールに従って決定し、職員、利用者及び家族に通知しています

　施設の運営に関する重要な案件は、その内容によって所定の規程に従い、法人の評議員会及び理事会に諮り決定されるほか、各部署
が稟議書を上げて決裁を受けています。施設長が実情を踏まえて意思決定することもあります。決定事項は案件に応じその経緯を含め職
員及び利用者、家族に通知しています。職員会議やリーダー会議、運営会議、研修会等で周知したり、館内に掲示したりするほか、書面で
郵送することもあります。ISO9001品質マネジメントシステムに関わる案件は、QC工程図に従って取扱っています。

3. 利用者等に対し、重要な案件に関する決定事項について、必要に応じてその内容と決定経緯を伝えて
いる

カテゴリー1の講評

「みんなが笑顔」を基本方針に明記し、地域や家庭との結びつきを重視しています

　法人の理念として「人としての尊厳を尊重し生きる喜びを共に歩みます。」等4項目を掲げ、翠会グループの理念及び行動指針とともに、2
Ｆの会議室及び各介護フロアに掲示しています。入所者及び家族には、入所時に説明するほか、館内の掲示板に掲示し、理解が深まるよ
う努めています。す。2018年7月に、ISO9001品質マネジメントシステムを導入し、新たに認証を取得したことにより、意思決定が明確にな
り、改善が進んだと評価しています。新型コロナウイルス感染症に対する基本方針を定め、防止対策を徹底しています・。

施設長は自らの役割及び責任を施設の会議の場で職員に示しています

重要な案件について、経営層（運営管理者含む）は実情を踏まえて
意思決定し、その内容を関係者に周知している 評点（○○○）

標準項目
1. 重要な案件の検討や決定の手順があらかじめ決まっている

2. 重要な意思決定に関し、その内容と決定経緯について職員に周知している

経営層（運営管理者含む）は自らの役割と責任を職員に対して表明
し、事業所をリードしている 評点（○○）

標準項目
1. 経営層は、事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）の実現に向けて、自らの役割と責
任を職員に伝えている

2. 経営層は、事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）の実現に向けて、自らの役割と責
任に基づいて職員が取り組むべき方向性を提示し、リーダーシップを発揮している

事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）を周知し
ている 評点（○○）

標準項目
1. 事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）について、職員の理解が深まるような取り組
みを行っている

2. 事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）について、利用者本人や家族等の理解が深
まるような取り組みを行っている

共通評価項目

1

カテゴリー1

リーダーシップと意思決定

サブカテゴリー1（1-1）

事業所が目指していることの実現に向けて一丸となっている サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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評価項目1

　　

評価
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評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価 標準項目
1. 事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）の実現に向けた、計画の推進方法（体制、職
員の役割や活動内容など）、目指す目標、達成度合いを測る指標を明示している

2. 計画推進にあたり、進捗状況を確認し（半期・月単位など）、必要に応じて見直しをしながら取り組んで
いる

標準項目
1. 課題をふまえ、事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）の実現に向けた中・長期計画
を策定している

2. 中・長期計画をふまえた単年度計画を策定している

3. 策定している計画に合わせた予算編成を行っている

着実な計画の実行に取り組んでいる
評点（○○）

6. 把握したニーズ等や検討内容を踏まえ、事業所として対応すべき課題を抽出している

サブカテゴリー2（2-2）

実践的な計画策定に取り組んでいる サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）の実現
に向けた中・長期計画及び単年度計画を策定している 評点（○○○）

標準項目
1. 利用者アンケートなど、事業所側からの働きかけにより利用者の意向について情報を収集し、ニーズを
把握している

2. 事業所運営に対する職員の意向を把握・検討している

3. 地域の福祉の現状について情報を収集し、ニーズを把握している

4. 福祉事業全体の動向（行政や業界などの動き）について情報を収集し、課題やニーズを把握している

5. 事業所の経営状況を把握・検討している

サブカテゴリー1（2-1）

事業所を取り巻く環境について情報を把握・検討し、課題を抽出し
ている

サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

事業所を取り巻く環境について情報を把握・検討し、課題を抽出し
ている 評点（○○○○○○）

2

カテゴリー2

事業所を取り巻く環境の把握・活用及び計画の策定と実行

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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　利用者及び家族のニーズ及び意向は、入所時の説明、施設サービス計画の見直しや文書郵送に機会に把握するよう努めています。家
族の面会が制限され、家族懇談会も新型コロナ禍で中止を余儀なくされるなかで、ユニットの入所者懇談会は継続しているものの、直に家
族から意見や要望を聞く機会は少なくなっています。ISO9001品質マネジメントシステムの導入により、利用者満足の向上が期待されてい
ます。今後、確実な業務品質の向上を図る観点から、利用者及び家族アンケートを定期的に実施する等さらなる取り組みが期待されます。

中期計画及び年度事業計画を作成し、連続性を保ちながら実現に取り組んでいます

　2020年度から2022年度まで計画期間とする中期計画を作成し、人材の確保及び育成、重度化対応を中期的な視点で取りあげています。
年度事業計画を作成し、人材の確保及び育成、重度化対応に加え、地域包括システムの推進、科学的介護の実施を取りあげ、その実現
に取り組んでいます。科学的介護の実施等で、ADL、栄養、口腔・嚥下機能、認知機能についての全国統一評価システム（LIFE)の活用を
上げていて、サービスの質向上につながることが期待されます。

組織全体からユニットまで目標を設定し、達成のため重点実施事項に取り組んでいます

　確実な業務品質の向上を図るため、2018年7月にISO9001品質マネジメントシステムの認証を取得し、日々に業務に反映しています。年
度事業計画に、施設目標と数値目標を設定し、特に数値目標は年間利用率で示し、定期的に達成度合いを判定し、以後の活動に反映し
ています。介護、看護、相談、栄養、リハビリ・レク、事務の6チームがそれぞれ前年度を振り返り、新たな当年度の目標を達成するため、重
点実施事項にチームで取り組んでいます。介護チームは、さらに各フロア及び各ユニットの目標を設定し、各重点実施事項に取り組んでい
ます。

カテゴリー2の講評

利用者及び家族のニーズや意向のさらなる把握が期待されます
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2／2

評価項目1

　　

評価

4／4

評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

5／5

評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価 標準項目
1. 地域の福祉ニーズにもとづき、事業所の機能や専門性をいかした地域貢献の取り組みをしている

2. 事業所が地域の一員としての役割を果たすため、地域関係機関のネットワーク（事業者連絡会、施設長
会など）に参画している

3. 地域ネットワーク内での共通課題について、協働できる体制を整えて、取り組んでいる

標準項目
1. 透明性を高めるために、事業所の活動内容を開示するなど開かれた組織となるよう取り組んでいる

2. ボランティア、実習生及び見学・体験する小・中学生などの受け入れ体制を整備している

地域の福祉ニーズにもとづき、地域貢献の取り組みをしている
評点（○○○）

サブカテゴリー3（3-3）

地域の福祉に役立つ取り組みを行っている サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

透明性を高め、地域との関係づくりに向けて取り組んでいる
評点（○○）

虐待に対し組織的な防止対策と対応をしている
評点（○○）

標準項目
1. 利用者の気持ちを傷つけるような職員の言動、虐待が行われることのないよう、職員が相互に日常の
言動を振り返り、組織的に防止対策を徹底している

2. 虐待を受けている疑いのある利用者の情報を得たときや、虐待の事実を把握した際には、組織として関
係機関と連携しながら対応する体制を整えている

利用者の意向（意見・要望・苦情）を多様な方法で把握し、迅速に対
応する体制を整えている 評点（○○）

標準項目
1. 苦情解決制度を利用できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利用者に伝えてい
る

2. 利用者の意向（意見・要望・苦情）に対し、組織的に速やかに対応する仕組みがある

標準項目
1. 全職員に対して、社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理（個人の尊厳を含
む）などを周知し、理解が深まるように取り組んでいる

2. 全職員に対して、守るべき法・規範・倫理（個人の尊厳を含む）などが遵守されるように取り組み、定期
的に確認している。

サブカテゴリー2（3-2）

利用者の権利擁護のために、組織的な取り組みを行っている サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

サブカテゴリー1（3-1）

社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、その達
成に取り組んでいる

サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理な
どを周知し、遵守されるよう取り組んでいる 評点（○○）

3

カテゴリー3

経営における社会的責任

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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守るべき法・規範・倫理等を定め、職員に説明するとともに、遵守を徹底しています

　福祉サービスに従事する者として、守るべき法・規範・倫理などについて、職員倫理規程、運営規程、個人情報保護規程、就業規則に定
め、入職時の研修会や職員会議において説明しています。運営規程第35条（従業者の服務規程）に、「従業者は、介護保険関係法令及び
諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念します。」と規定し、以下3つの留意事項を明示していま
す。

苦情解決の仕組を整備し、入所者の権利擁護に取り組んでいます

　入所時に、重要事項説明書で、苦情の取り扱いについて、施設の相談窓口（担当者、受付時間、電話番号）、責任者、第三者委員会）及
び公的機関の窓口を説明しています。苦情解決規程を定め、迅速な解決の仕組みを構築しています。申し出があった場合は対策会議を
開き対応します。また、入所者の権利擁護のため、高齢者権利擁護対策マニュアル、身体的拘束等適正化指針を作成し、適宜改定しなが
ら実践に努めています。自治体とも緊密な連絡・相談できる体制を整えています。

地域の福祉ニーズを把握し、役立つ取り組み体制を整えています

　施設が所在する地域に3特別養護老人ホームがあることから、地元町会をはじめ、消防署との連携がしっかり取れ、地域のネットワーク
が機能しています。具体的には、町会、消防署との災害時連携協定による協業体制を構築し、毎年地域合同消防訓練を実施しています。
板橋区社会福祉法人施設等連絡会、同施設長会への参画しているほか、法人の情報を発信するとともに、地域の福祉ニーズの収集に努
めています。

カテゴリー3の講評
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5／5

評価項目1

　　

評価

4／4

評価項目1

　　

評価

BCP計画書を策定し、防災委員会が防災訓練及び設備点検を実施しています

　地震、台風、大雨、火災等による大規模災害等を想定してBCP計画書を策定しています。2008年10月の開設で防災防火設備を完備して
いると考えていますが、防災委員会の活動として、防災訓練及び設備点検を実施しています。また、関係規程や指針、対応マニュアル類の
最新版を一冊のファイルに綴じて各部署に備え付け、職員が常時業務に反映できるようにしています。今後、関係設備の老朽化に伴う改
修または更新の検討が望まれるとともに、関係規程や指針、マニュアルの定期的な更新及び職員の遵守の再確認が期待されます。

個人情報保護に努め、かつ重要な情報にはアクセス権限を制限しています

　個人情報保護管理規程、文書保存規程、ＵＳＢ取扱い規程のほか、職員全員に個人情報保護遵守についての誓約書の提出を求め、研
修を実施しています。現状、必要な介護情報は、PC内に共有化しています。人事、給与、経営情報等の重要機密情報は、特定の職員にア
クセス権限を制限するとともに、部屋管理を実施しています。今後、WEBで発信している個人情報等の管理について情報セキュリティ保護
の観点から改善の余地がないかさらなる検討が期待されます。

3. 情報の重要性や機密性を踏まえ、アクセス権限を設定するほか、情報漏えい防止のための対策をとっ
ている

4. 事業所で扱っている個人情報については、「個人情報保護法」の趣旨を踏まえ、利用目的の明示及び
開示請求への対応を含む規程・体制を整備している

カテゴリー4の講評

最大のリスクをクラスターの発生と捉え、対策に取り組んでいます

　最大のリスクは、新型コロナウイルスのクラスターの発生と捉え、併せて地震、火災等の大規模災害への対応を想定しています。「新型コ
ロナウイルス感染症に対する基本方針」4項目を定め、毎週コロナ対策本部会議を開催し、マニュアルを整備したほか、状況に応じて必要
な対策を立案し、実施しています。また、大規模災害や不法侵入等のリスクに対し、防災防火設備は完備していると考え、365日対応できる
体制を整えてリスクの最小化に努めています。

事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしている
評点（○○○○）

標準項目
1. 情報の収集、利用、保管、廃棄について規程・ルールを定め、職員（実習生やボランティアを含む）が理
解し遵守するための取り組みを行っている

2. 収集した情報は、必要な人が必要なときに活用できるように整理・管理している

3. 災害や深刻な事故等に遭遇した場合に備え、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定している

4. リスクに対する必要な対策や事業継続計画について、職員、利用者、関係機関などに周知し、理解して
対応できるように取り組んでいる

5. 事故、感染症、侵入、災害などが発生したときは、要因及び対応を分析し、再発防止と対策の見直しに
取り組んでいる

サブカテゴリー2（4-2）

事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしている サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

事業所としてリスクマネジメントに取り組んでいる
評点（○○○○○）

標準項目
1. 事業所が目指していることの実現を阻害する恐れのあるリスク（事故、感染症、侵入、災害、経営環境
の変化など）を洗い出し、どのリスクに対策を講じるかについて優先順位をつけている

2. 優先順位の高さに応じて、リスクに対し必要な対策をとっている

4

カテゴリー4

リスクマネジメント

サブカテゴリー1（4-1）

リスクマネジメントに計画的に取り組んでいる サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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12／12

評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

評価項目3

　　

評価

評価項目4

　　

評価

4. 職員間の良好な人間関係構築のための取り組みを行っている

職員の定着に向け、職員の意欲向上に取り組んでいる
評点（○○○○）

標準項目
1. 事業所の特性を踏まえ、職員の育成・評価と処遇（賃金、昇進・昇格等）・称賛などを連動させている

2. 就業状況（勤務時間や休暇取得、職場環境・健康・ストレスなど）を把握し、安心して働き続けられる職
場づくりに取り組んでいる

3. 職員の意識を把握し、意欲と働きがいの向上に取り組んでいる

標準項目
1. 勤務形態に関わらず、職員にさまざまな方法で研修等を実施している

2. 職員一人ひとりの意向や経験等に基づき、個人別の育成（研修）計画を策定している

3. 職員一人ひとりの育成の成果を確認し、個人別の育成（研修）計画へ反映している

4. 指導を担当する職員に対して、自らの役割を理解してより良い指導ができるよう組織的に支援を行って
いる

標準項目
1. 事業所が求める職責または職務内容に応じた長期的な展望（キャリアパス）が職員に分かりやすく周知
されている

2. 事業所が求める職責または職務内容に応じた長期的な展望（キャリアパス）と連動した事業所の人材育
成計画を策定している

事業所の求める人材像を踏まえた職員の育成に取り組んでいる
評点（○○○○）

標準項目
1. 事業所が求める人材の確保ができるよう工夫している

2. 事業所が求める人材、事業所の状況を踏まえ、育成や将来の人材構成を見据えた異動や配置に取り
組んでいる

事業所の求める人材像に基づき人材育成計画を策定している
評点（○○）

サブカテゴリー1（5-1）

事業所が目指している経営・サービスを実現する人材の確保・育
成・定着に取り組んでいる

サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

事業所が目指していることの実現に必要な人材構成にしている
評点（○○）

5

カテゴリー5

職員と組織の能力向上

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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3／3

評価項目1

　　

評価

基本方針に人材の育成・研修を掲げ、人材育成室を中心に採用活動を行っています

　年度事業計画の基本方針として「4.人材の育成・研修」を明記しています。人材育成室を立ち上げ、計画的な新卒採用活動により実績を
上げています。採用活動は、法人のキャリアパス及び「人財育成シート」に基づいて進めています。今年度、人材育成室に専任職員を配置
しました。ISO年間教育訓練計画のもと、法定研修や「研修ノート」を活用し、職員の能力開発及び業務品質の向上に取り組んでいます。法
人が医療法人を母体としていることから、翠会ヘルスケアグループのサービスポリシーを共有するなかで、研修計画を立てている強みがあ
ります。

キャリアパスを設定し、長期的な視点で人材の確保、育成に取り組んでいます

　人財育成室が規程及びフォーマットを定め、採用、育成を担っています。キャリアパス、「人財育成シート」、評価制度、資格取得報奨金制
度、介護福祉士資格受験支援等人材の評価及び育成を推進しています。上司は、年2回（上期と下期）の人事考課面談を実施しています。
事務長は全職員の有給休暇記録及び時間外勤務記録を確認し、就業状況を把握しています。年1回ストレスチェックを実施し、高ストレス
の職員が、法人が委託した組織のメンタルヘルス相談を利用できるようにしています。

充実した研修で能力開発を図るとともに、良好な人間関係の醸成に取り組んでいます

　年2回の上司による面談を通して、職員の意欲と働きがいの向上に取り組んでいます。新入職員にはプリセプターシップ制度を、一般職
員にはユニットケアに基づく研修制度を設け、さらに上司による面談を重ね、良好な人間関係の醸成に取り組んでいます。外部研修を修了
した職員は法定研修等の内部研修において講師となり研修成果を発表し、また年1回のグループ地域保健学会において発表しています。
上司による定期的な職員面談、リーダー会議　学会発表に向けたチーム活動等を通して意見交換を深めながら組織の業務水準の向上に
取り組んでいます。

標準項目
1. 職員一人ひとりが学んだ研修内容を、レポートや発表等を通じて共有化している

2. 職員一人ひとりの日頃の気づきや工夫について、互いに話し合い、サービスの質の向上や業務改善に
活かす仕組みを設けている

3. 目標達成や課題解決に向けて、チームでの活動が効果的に進むよう取り組んでいる

カテゴリー5の講評

サブカテゴリー2（5-2）

組織力の向上に取り組んでいる サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

組織力の向上に向け、組織としての学びとチームワークの促進に
取り組んでいる 評点（○○○）

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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評価項目1

　　

前年度の重要課題に対する組織的な活動（評価機関によるまとめ）

　　
目標の設定と

取り組み

　　 取り組みの検証

　　 検証結果の反映

評価項目１で確認した組織的な活動や評語の選択に関する講評

事業所の理念・基本方針の実現を図る上での重要課題について、前年度具体的な目標を設定して取り組み、結果を検証して、今年度以降
の改善につなげている（その１）

 

　新型コロナウイルス感染症が発生した場合のリスクをクラスターの発生と捉え、リスクの軽減と回避のため、基本方針を定め、組織体制
及び対応手順を整備し、実施段階では状況の監視に努めた結果、所期の目的を達成しました。
　医師でもある施設長のもと、介護、看護、相談、栄養、リハビリ・レク、事務の6チームがコロナウイルス感染症予防への取り組みとして、
「新型コロナウイルス感染症に対する基本方針」4項目を定め、毎週コロナ対策本部会議を開催し、マニュアルを整備したほか、状況に応じ
て必要な対策を立案し、実施しました。
　これまで、入所者、職員とも感染事例はなく、感染予防効果を上げているということです。
　2021年度も、感染予防の徹底を図りクラスター発生させないよう取り組んいきたいとしています。

 

　新型コロナウイルス感染症が発生した場合のリスクをクラスターの発生と捉え、リスクの軽減と回避のため、基本方針を定め、組織体制
及び対応手順を整備し、実施段階では状況の監視に努めた結果、入所者、職員とも感染事例はなく、所期の目的を達成しています。医師
でもある施設長のもと、「新型コロナウイルス感染症に対する基本方針」4項目を定め、毎週コロナ対策本部会議を開催し、マニュアルを整
備したほか、状況に応じて必要な対策を立案し、実施した成果と評価しています。
以後も、感染予防の徹底を継続し、クラスター発生予防に取り組んいくということで、介護、看護、相談、栄養、リハビリ・レク、事務の6チー
ムの弛まぬ活動が期待されます。

7

カテゴリー7

事業所の重要課題に対する組織的な活動

サブカテゴリー1（7-1）

事業所の重要課題に対して、目標設定・取り組み・結果の検証・次期の事業活動等への反映を行っている

具体的な目標を設定し、その達成に向けて取り組みを行った

具体的な目標を設定したが、その達成に向けて取り組みが行われていなかった

具体的な目標が設定されていなかった

目標達成に向けた取り組みについて、検証を行った

目標達成に向けた取り組みについて、検証を行っていなかった（目標設定を行っていなかった場合も含む）

設立後間もないため、前年度の実績がなく、評価対象外である

次期の事業活動や事業計画へ、検証結果を反映させた

次期の事業活動や事業計画へ、検証結果を反映させていない

設立後間もないため、前年度の実績がなく、評価対象外である

15／31



評価項目2

　　

前年度の重要課題に対する組織的な活動（評価機関によるまとめ）

　　
目標の設定と

取り組み

　　 取り組みの検証

　　 検証結果の反映

評価項目２で確認した組織的な活動や評語の選択に関する講評

事業所の理念・基本方針の実現を図る上での重要課題について、前年度具体的な目標を設定して取り組み、結果を検証して、今年度以降
の改善につなげている（その２）

 

　入所者に対するケアにおいて、自立支援及び重度化防止の取り組みは重要と考え、口腔ケア、栄養マネジメント、機能訓練、レクなどを
通して取り組みの充実を図ること目標としました。
　自立支援及び重度化防止の取り組みとして、大学歯学部及び訪問歯科医とも連携し、口腔ケア、嚥下障害ケアの改善に取り組みまし
た。日常のケアにおいて、栄養チームが、「食の力で元気ある施設を作る」を目標として食事提供に取り組んでいます。「栄養ケア・経口移
行・経口維持計画書」に基づいて、嚥下能力や健康状態、嗜好等に合わせた食事を提供しています。さらに、「食べる力支援チーム」を全
職種や各フロアから2人ずつ参加して検討し、チームとして利用者が食事を食べられるよう支援を行っています。
　こうした取り組みは、認知症の進行を抑え、また、誤嚥性肺炎の防止に繋がって、入院者数の減少に成果が現れていると評価していま
す。
　今後も、引き続き入院者数の減少を図りたいと考えています。

 

　高齢者施設の目標を自立支援及び重度化防止とし、取り組み、成果をあげています。取り組みにあたり、大学歯学部や歯科医といった
専門家と連携し、施設ではチームを立ち上げ活動しました。こうした専門家とチームのコラボレーションから、認知症の進行抑制及び誤嚥
性肺炎の防止に繋がり、さらには、入院者数の減少という大きな成果をあげています。
　今後も、引き続き入院者数の減少を図りたいと考えていて、さらなる成果が期待されるなか、たとえば、関係職員の意欲を高める観点か
ら、「入院者数の減少」を数値化し、経済的な指標で表す検討等が期待されます。

具体的な目標を設定し、その達成に向けて取り組みを行った

具体的な目標を設定したが、その達成に向けて取り組みが行われていなかった

具体的な目標が設定されていなかった

目標達成に向けた取り組みについて、検証を行った

目標達成に向けた取り組みについて、検証を行っていなかった（目標設定を行っていなかった場合も含む）

設立後間もないため、前年度の実績がなく、評価対象外である

次期の事業活動や事業計画へ、検証結果を反映させた

次期の事業活動や事業計画へ、検証結果を反映させていない

設立後間もないため、前年度の実績がなく、評価対象外である
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〔サービス分析：指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】〕 令和3年度

《事業所名： 社会福祉法人翠生会　音羽台レジデンス》

Ⅱ サービス提供のプロセス項目（カテゴリー６-１～３、６-５～６）

№

4／4

評価項目1

　　

評価

　区の担当部署に毎月情報を提供し、そのHPの「区内／区外特別養護老人ホーム入居希望者情報」で施設の入居希望者数を確認するこ
とができます。現在、新型コロナ禍のためパンフレットの配布を中止していますが、生活の様子が把握できるようWEB上の情報発信に力を
入れています。近隣の住民から、「ブログを見ているよ」と声をかけられる等定着してきているということです。近隣の住民向けに「ニュース
レター」を作成し、施設前の歩道に面した掲示板に貼りだし、活動の様子などを理解してもらえるよう努めています。

利用希望者に施設の設備、生活のルールや様子がわかるよう説明しています

　見学希望者に、平日に加え土・日・祝日を含めできる限り希望日時に対応するよう努めています。現在、新型コロナ禍のため入居フロア
の見学を受け付けていませんが、施設の１階ロビーで説明しています。パンフレットを利用して施設の概要を伝え、スマートフォン等でHPや
ブログ、SNSを見てもらい、入所者の生活の様子を理解してもらえるよう説明しています。職員の名刺にHP等のQRコードをプリントし、WEB
上の情報をスピーディに見られるよう工夫しています。今後、施設内の様子を細やかに把握できる動画のアップを検討しています。

4. 利用希望者等の問い合わせや見学の要望があった場合には、個別の状況に応じて対応している

サブカテゴリー1の講評

ホームページやSNS、パンフレットにより施設の情報を発信しています

　ホームページ（以下、「HP]という。）を含め、WEB上の情報発信に力を入れています。施設の概要をはじめ、申込書、料金表、一日の生
活、リハビリテーション、食事等提供しているサービスについて掲載しています。また、「音羽台みんなの生活ブログ」を定期的に更新し、行
事の様子や効果等をアップしています。2021年度からSNSも開始し、幅広い年齢層の人が情報を入手できるよう工夫しています。パンフ
レットも作成し、写真やフロア配置図、法人の理念を記載していて、施設の基本的な情報を確認することができます。

区の職員や近隣の住民に向けて情報を提供し、生活の様子がわかるよう工夫しています

利用希望者等に対してサービスの情報を提供している
評点（○○○○）

標準項目
1. 利用希望者等が入手できる媒体で、事業所の情報を提供している

2. 利用希望者等の特性を考慮し、提供する情報の表記や内容をわかりやすいものにしている

3. 事業所の情報を、行政や関係機関等に提供している

共通評価項目

1

サブカテゴリー1

サービス情報の提供 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

利用者や家族の意向を確認し、入所時に聞きもらしがないよう確認し、記録しています

　入所前に自宅を訪問し、生活歴や仕事、趣味、既往歴、心身の状況などを聞き取るとともに、入所後にどのような生活を望むか利用者や
家族の意向を確認しています。確認したことを利用者台帳に記載し、職員が情報共有することにより、入所後の不安を軽減し、スムーズに
生活できるよう支援に生かします。入所後の生活について、聞きもらしのないようチェックリストを使って、緊急連絡先、理美容やサークル活
動、書類の代行、看取り、広報誌などへの写真掲載に対する意向（同意）等を確認し、新しい生活の支援内容及び方法を検討しています。

入所後の生活が不安なく過ごせるよう把握した情報を活用して支援を行っています

　入所後の生活に伴う不安を軽減するため、自宅で使用していた家具や食器、物品等の持ち込みを勧める等、自宅の雰囲気に近づけるこ
とで安心できるよう配慮しています。入居前に確認した情報をもとに作成した施設サービス計画書（以下、「ケアプラン」という。）に従って支
援を行い、生活の様子を細かく記録に残しています。入所から１か月後をケアプランの見直し時期とし、サービス担当者会議で入所時のケ
アプランのままで良いか変更が必要か、利用者の望む生活の支援内容と方法を検討し、必要な場合は改定しています。

2. 利用開始直後には、利用者の不安やストレスが軽減されるように支援を行っている

3. サービスの終了時には、利用者の不安を軽減し、支援の継続性に配慮した支援を行っている

サブカテゴリー2の講評

重要事項説明書や利用料金表等を用いて説明し、同意を得ています

　入所前に、相談員が利用者や家族に契約書や重要事項説明書を用いて生活のルールや注意点等を詳しく説明しています。特に利用料
金は大きく見やすい表で表示し、要介護度や負担割合に応じた料金、室料、食事料等をわかりやすく記載しています。専門用語をできる限
り使用しないで、理解しやすい言葉で伝えることを心がけながら丁寧に説明し、納得を得たうえで同意を得ています。現在、新型コロナ禍の
ため、入所後の利用者と面会できないことから、入所後の生活を具体的にイメージできるような説明を心がけています。

3. サービスに関する説明の際に、利用者や家族等の意向を確認し、記録化している

サービスの開始及び終了の際に、環境変化に対応できるよう支援を行っている
評点（○○○）

標準項目
1. サービス開始時に、利用者の支援に必要な個別事情や要望を決められた書式に記録し、把握している

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
評点（○○○）

標準項目
1. サービスの開始にあたり、基本的ルール、重要事項等を利用者の状況に応じて説明している

2. サービス内容や利用者負担金等について、利用者の同意を得るようにしている

2

サブカテゴリー2

サービスの開始・終了時の対応 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

評価項目3

　　

評価

評価項目4

　　

評価

計画書の見直し時期を定め、利用者の意向に沿った計画書を作成しています

　担当職員と介護支援専門員が情報を共有しながら3か月ごとにモニタリングを行い、6か月ごとにケアプランを見直しています。利用者が
自ら選択して決めることができるよう複数の選択肢を提示しながら意向を確認しています。自ら意向を述べられない利用者には、施設の介
護支援専門員が家族から聞き取るとともに、利用者の生活の様子等から気持ちを推測し、文書化しています。見直し時期には、家族や他
の専門職がサービス担当者会議に参加し、それぞれの立場から意見を述べて検討し、利用者の意向を踏まえ、ケアプランを更新または改
定しています。

情報の入力及び共有にあたり、より迅速で効率的な入力の仕組みづくりが期待されます

　日々の生活の様子や重要な情報をパソコン上の専用ソフトに記入することで、入力した職員以外も即座に情報を確認することができま
す。看護師や栄養士などの専門職も情報を確認することができ、必要な情報を必要な時に入手することができます。業務開始前に必ずパ
ソコン上の情報を確認することが定着していますが、現状では、パソコンの設置場所に移動してから入力するため、タイムリーに入力できな
いことがあります。今後、迅速な情報入力や入力業務の効率化のため、既存の情報機器以外により適切な情報機器の導入が期待されま
す。

1. 計画の内容や個人の記録を、支援を担当する職員すべてが共有し、活用している

2. 申し送り・引継ぎ等により、利用者に変化があった場合の情報を職員間で共有化している

サブカテゴリー3の講評

ケアプランの作成手順等を明文化し、利用者の意向と課題の把握に生かしています

　ケアプランは、その作成手順や作成のポイントを記載したマニュアルに従って作成しています。職員が利用者や家族の意向や心身の状
態等の情報をパソコンの「アセスメントシート」に入力した後は、他の職員は直ぐ確認することができます。利用者に耳を傾けることが大切と
考え、記録に残しています。6か月をケアプランの見直し時期と定めていて、その時期に再度アセスメントを行い、その都度利用者と家族に
改めて意向を確認し、個別の課題を把握するとともに、ケアプランの見直しに反映します。

1. 利用者一人ひとりに関する必要な情報を記載するしくみがある

2. 計画に沿った具体的な支援内容と、その結果利用者の状態がどのように推移したのかについて具体的
に記録している

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
評点（○○）

標準項目

2. 計画は、見直しの時期・手順等の基準を定めたうえで、必要に応じて見直している

3. 計画を緊急に変更する場合のしくみを整備している

利用者に関する記録が行われ、管理体制を確立している
評点（○○）

標準項目

3. 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

利用者等の希望と関係者の意見を取り入れた個別の施設サービス計画を作成している
評点（○○○）

標準項目
1. 計画は、利用者の希望を尊重して作成、見直しをしている

定められた手順に従ってアセスメントを行い、利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明示し
ている 評点（○○○）

標準項目
1. 利用者の心身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記録し、把握している

2. 利用者一人ひとりのニーズや課題を明示する手続きを定め、記録している

3

サブカテゴリー3

個別状況に応じた計画策定・記録 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

　居室は全室個室のためにプライバシー保護が守られる環境です。居室の入室時はノックと声かけを行い、同意を得てから入室していま
す。居室のドアは鍵をかけることができ、施錠している利用者も生活しています。常に利用者の意向を確認しながら支援を行っていて、羞
恥心への配慮が必要な声かけは耳元で話をしたり、言葉を変えたりしながら話をしています。利用者宛ての手紙が届いた時は開封せずに
手渡しし、利用者の希望や意向を聞いた上で開封し、必要に応じ代読します。

自らの意向を述べられるよう複数の選択肢がある声かけに努めています

　入所前の生活や思いを大切にするとともに、その人の生活習慣や価値観に配慮し、信頼関係の構築に努めています。日常的に利用者
の意思を確認してから支援を行うことを心がけています。利用者の意向を確認する時には、職員の先入観や思い込みで決めつけることが
ないよう複数の選択肢を設けて話し、また、利用者自らが決定することができるよう気を配っています。現上は新型コロナ禍のため面会は
中止を余儀なくされる中で、リモート面会等でできる限り家族との良い関係を継続し、日々安らかに過ごせるよう支援を行っています。

2. 利用者一人ひとりの価値観や生活習慣に配慮した支援を行っている

サブカテゴリー5の講評

個人情報の利用方法を定め、職員は権利擁護の研修を行っています

　個人情報の取得と利用、提供、安全対策、法令遵守と教育に関する規程を定め、職員に周知徹底を図っています。入職時にコンプライア
ンスの研修に参加し、法人が作成した「私たちの約束」という書類を職員に配付し、常に手元に置いておくようにしています。権利擁護対策
委員会において、利用者の権利の侵害が発生しないよう検討し、注意を喚起しています。利用者には入所時に個人情報保護方針で個人
情報の取り扱いについて説明し、業務上知り得た利用者と家族の個人情報を第三者に漏らさないことを説明し、同意を得ています。

生活空間を大切にして、利用者のプライバシーに配慮した支援を行っています

3. 利用者の羞恥心に配慮した支援を行っている

サービスの実施にあたり、利用者の権利を守り、個人の意思を尊重している
評点（○○）

標準項目
1. 日常の支援にあたっては、個人の意思を尊重している（利用者が「ノー」と言える機会を設けている）

利用者のプライバシー保護を徹底している
評点（○○○）

標準項目
1. 利用者に関する情報（事項）を外部とやりとりする必要が生じた場合には、利用者の同意を得るようにし
ている

2. 個人の所有物や個人宛文書の取り扱い、利用者のプライベートな空間への出入り等、日常の支援の中
で、利用者のプライバシーに配慮した支援を行っている

5

サブカテゴリー5

プライバシーの保護等個人の尊厳の尊重 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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評価項目1

　　

評価

評価項目2

　　

評価

　2020年度、品質マネジメントシステムの運用を事業計画に織り込み重点的に推進しました。今年度は導入して３年目となるため振り返り
ながら、着実に業務の標準化を進めています。ケアプランの作成手順のマニュアルを作成し、作成業務にばらつきが出ないようにしまし
た。作成に当たり、作成業務を客観的に見直し、新人職員が担当しても作成業務に取り組めるよう検討し、完成しました。現状、ケアプラン
の作成及び見直しのプロセスが形骸化しているという課題を認識し、確実な実行を目指すことを今年度の目標に掲げています。

組織全体でサービスの質の向上を達成するため、目標を設定し、業務に取り組んでいます

　新入職員に所定の研修を行い、業務を行う上の基礎を学ぶ機会を設けています。新人職員にプリセプターシップ制を活用し、チェックリス
トで介護・支援方法を確認しています。入職後３年間フォローする仕組みで、上司と面談して仕事上の悩みを解消し、職場環境に早く慣れ
る仕組みを整備して職員の育成と業務の平準化に取り組んでいます。法人の基本方針及び施設の目標をもとに、各フロアや専門職ごとに
目標を設定し、どのように目標を達成するかを事業計画に織り込む等組織全体でサービスの質の向上の達成に取り組んでいます。

2. 提供しているサービスの基本事項や手順等の見直しにあたり、職員や利用者等からの意見や提案を反
映するようにしている

サブカテゴリー6の講評

各種マニュアルは適時委員会において見直し、手順の文書化と標準化を図っています

　法人が作成した指針とマニュアルを整え、ファイルに綴じて職員がいつでも確認できるよう保管しています。マニュアルを作成することで
根拠のある支援を行えることを目指し、業務の明確化と標準化した支援を行うことができます。マニュアルは、業務手順が現実のニーズに
対応しなくなる等適時に各委員会において検討し、見直しています。委員会において検討することで委員になった職員は業務を客観的に
振り返ることにつながっています。特に新型コロナ禍において、感染症対応マニュアルに力を入れて作成し、感染予防に活用し、成果を上
げています。

品質マネジメントシステムを導入して業務の標準化を進めています

3. 職員は、わからないことが起きた際や業務点検の手段として、日常的に手引書等を活用している

サービスの向上をめざして、事業所の標準的な業務水準を見直す取り組みをしている
評点（○○）

標準項目
1. 提供しているサービスの基本事項や手順等は改変の時期や見直しの基準が定められている

手引書等を整備し、事業所業務の標準化を図るための取り組みをしている
評点（○○○）

標準項目
1. 手引書(基準書、手順書、マニュアル)等で、事業所が提供しているサービスの基本事項や手順等を明
確にしている

2. 提供しているサービスが定められた基本事項や手順等に沿っているかどうか定期的に点検・見直しをし
ている

6

サブカテゴリー6

事業所業務の標準化 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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Ⅲ サービスの実施項目（カテゴリー６-４）

43／43

1 評価項目1

　　

評価

2 評価項目2

　　

評価

「食の力で元気ある施設を作る」を目指し、食事提供に努めています

　栄養チームが、「食の力で元気ある施設を作る」を目標として食事提供に取り組んでいます。管理栄養士は食事時に各フロアを回り、利
用者の喫食の様子、食べ方や嗜好を確認し、時には介助する等直に利用者と接することにより、率直な意見を聞くことができ、献立の作成
に生かしています。聞き取った意見や気づきはシステムに入力していて、多職種の職員が確認しています。利用者の状態に合った食事の
提供や食べる楽しみを持てるよう工夫をこらすことで、利用者と施設全体が元気になることを目指し、美味しい食事提供に努めています。

「栄養ケア・経口移行・経口維持計画書」を基に利用者に合わせた食事を提供しています

　定期的な食事中の観察や介護・看護職員等の情報をもとに利用者の状態を確認し、食事内容を見直しています。食事は「栄養ケア・経口
移行・経口維持計画書」に基づいて、嚥下能力や健康状態、嗜好等に合わせて提供しています。主菜の食事形態は常食、一口刻み、極刻
み、ミキサーを用意しています。適切な食事を提供できるよう毎月歯科医が摂食嚥下評価を行うほか、できるかぎり自力摂取や嚥下機能を
残したいと考え、食器の変更や自助具の活用等も検討し、自分で食べられるよう取り組んでいます。

食事を最期まで食べられるように関係者が検討、協力して取り組んでいます

　「食べる力支援チーム」を毎月１回開催し、全職種や各フロアから2人ずつ参加して検討しています。歯科医師は口腔内の状態を評価し、
チームとして利用者が食事を食べられるよう支援を行います。看取りを希望する利用者が増え、最期まで食事を食べることができるよう多
職種の職員が食べたい物の聞き取りや食べられるものは何かを検討しています。とろみやゼリー等食べやすいものを提供したり、家族の
協力で手作りの食事を出したりと、食べやすいようできることや工夫を重ね、できる限り食べる力と食べたいという気持ちの支援に努めてい
ます。

標準項目
1. 利用者の状態に応じた食事提供や介助を行っている

2. 利用者の栄養状態を把握し、低栄養状態を改善するよう支援を行っている

3. 嚥下能力等が低下した利用者に対して、多職種が連携し、経口での食事摂取が継続できるよう支援を
行っている

評価項目2の講評

　入所前の自宅訪問で確認した意向や状態を大切にした支援に努め、自宅で使用していた家具や仏壇、テレビを居室に配置する等生活
環境を整えています。アセスメント及びインテーク記録をもとに利用者と家族の意向を把握し、利用者が安心した生活を過ごせるよう支援を
行っています。入所後、定期的なモニタリングやケアプランの見直しを行うことにより心身の状態にあった生活を送れるよう支援方法を検討
しています。さらに、根拠のある支援を行えるよう支援経過を振り返り、ケアカンファレンスや事例検討会において支援方法を検討していま
す。

専門職が連携し、心身の状態にあった支援方法を検討しています

　法人が作成した指針やマニュアル類をファイルに綴じ、職員がいつでも確認できるよう整理しています。マニュアルの作成を通して、業務
の文書化及び標準化した根拠のある支援を行うことができると考えています。マニュアルは適時見直すとし、各委員会において業務の実
態と不適合が生じていないか等を検討し、必要に応じ見直しています。委員会の検討に参加する職員は自らの業務を客観的に振り返るこ
とにつながっています。施設は、新型コロナ禍において感染症対策マニュアルの作成に力を入れていて、感染予防に活用しています。

食事の支援は、利用者の状態や意思を反映して行っている
評点（○○○）

3. 介護支援専門員を中心に、介護、看護、リハビリ、栄養管理等の職員が連携して利用者の支援を行っ
ている

評価項目1の講評

担当者が中心となり介護計画書を作成し、計画書に沿った支援に行っています

　ケアプランは担当職員が中心となって作成しています。これまでリーダーが中心になってケアプランを作成していましたが、担当職員が作
成することによりケアプランの目的を意識した支援を行うことができるようになったということです。ケアプランには短期目標、目標に対する
アセスメント及び支援方法を記載しています。具体的な支援方法を記載することで、どのような支援が目標達成につながるかを考え、また、
支援方法を客観的にみることができ、同時に、家族に対してもわかりやすく伝えられるようになったとしています。

利用者の望む生活ができるように定期的に支援方法の検討をしています

施設サービス計画に基づいて自立生活が営めるよう支援を行っている
評点（○○○）

標準項目
1. 施設サービス計画に基づいて支援を行っている

2. 利用者の意向や状態に応じて、生活の継続性を踏まえた支援を行っている

サブカテゴリー4

サービスの実施項目 サブカテゴリー毎の
標準項目実施状況

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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3 評価項目3

　　

評価

必要に応じ食事時間を変更す等適切な温度を保って食事を提供しています

　食事時間は2時間以内であれば、利用者の状態等に合わせ時間を延ばすしています。通院等で時間が遅くなっても食事を摂ることがで
き、利用者は焦ることなく受診できます。食事は温かいものと冷たいものを分けて配膳できる温冷配膳車を使用し、温度を管理しながら配
膳しています。できる限り調理したての食事を提供できるよう配膳車に入れる時間を計算し、おいしさを保てる専用の保温庫に入れておき
配膳直前に配膳車に入れ各フロアに運んでいます。

美味しく食べられるよう配膳時間や食べる席を配慮しています

　ユニット毎にテーブルの配置は利用者の状況や希望に応じて決めています。向かい合わせに座る配膳や、個々のテーブルで食べる配膳
等各ユニットの利用者の性格や相性、認知症の症状、介助の必要性を踏まえて検討しています。座る席は利用者の希望や状態により変
更することができるよう配慮しています。食事は利用者が座ってから配膳し、適温で食事を提供しています。朝食にパン食を希望する利用
者にはパンを用意する等、できる限り利用者の希望に応じた食事提供に努めています。

3. テーブルや席は、利用者の希望に応じて、一定の範囲内で選択できる

4. 配膳は、利用者の着席に合わせて行っている

評価項目3の講評

利用者の嗜好確認や定期的な行事食により楽しく食事が摂れるよう取り組んでいます

　食事時に管理栄養士が回りながら食事摂取量を確認し、食べたい物を聞き取り、献立に反映しています。正月の特別食、誕生日食やイ
ベント時の行事食等、祝う気持ちや季節感、生活感のある食事を提供しています。以前は外食も行っていましたが、現在は新型コロナ禍で
外食は中止しています。時には家族に協力を依頼し、利用者の食べたい物を持参してもらう等利用者が何を望んでいるかを確認しながら
支援を行っています。定期的に移動販売の店が来て、食べたい物を購入する機会を提供しています。

利用者が食事を楽しむための工夫をしている
評点（○○○○）

標準項目
1. 利用者の嗜好を反映した食事を選択できる機会がある

2. 食事時間は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

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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4 評価項目4

　　

評価

個浴と機械浴を整備し身体状況に対応した入浴を実施しています

　浴室は、ユニットごとの個室のほか、各フロアの機械浴室に寝たまま入浴できるストレッチャー浴、座ったまま入浴できるリフト付き浴槽と
座面昇降式浴槽を用意しています。入浴形態は入所者の意向と身体状況を評価し多職種の職員によるケース会議で決めています。開設
以来の機械浴槽の老朽化に伴い、新しい機械を購入しています。順次更新していく予定で、入浴の確保に必要な台数を用意して実施して
います。安全面に配慮しながら入浴支援に取り組んでいます。

マンツーマンの介助により入所者一人ひとりへ配慮した入浴を支援しています

　日々体調管理を行い、週2回の入浴を基本としています。入浴当日のバイタルサインの変化を見て必要に応じ看護師が再度チェックし、
看護師が立会う入浴方法に変更する等安全な入浴に努めています。各フロアの2ユニットで、それぞれ顔見知りの職員が入浴の声かけか
ら、誘導、着替え、入浴介助まで同性介助を基本としてマンツーマンで行っています。入浴時はタオルを使用し羞恥心に配慮しながら入所
者が安心して入浴できる支援を行っています。入浴の手順や羞恥心への配慮について学習を行い、支援の質の向上に努めています。

体調や順番を考慮し、季節が感じられる入浴剤で楽しい入浴を提供しています

　入浴の際、入所者の身体状況で支障がある場合や入浴への抵抗がある場合は無理強いせず、入浴時間や曜日を変えたりして週2回の
入浴を確実に行えるよう調整しています。入所者が心待ちにしている入浴を楽しんでもらえるよう季節の香りや特に行事を感じてもらえる菖
蒲湯、ゆず湯等を用意したり、好みの入浴剤を使ったりして楽しめる工夫をこらしています。ボディチェックで痣は記録し、原因不明の痣は
事故報告委員会に報告し、情報を共有する等入所者の安全を確保する体制を整えています。

標準項目
1. 利用者の意向や状態を把握して、できるだけ自立性の高い入浴形態(個浴、一般浴等)を導入している

2. 入浴の誘導や介助は、利用者の羞恥心に配慮して行っている

3. 認知症の利用者に対し、個別の誘導方法を実施している

4. 利用者が入浴を楽しめる工夫をしている

評価項目4の講評

入浴の支援は、利用者の状態や意思を反映して行っている
評点（○○○○）

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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5 評価項目5

　　

評価

6 評価項目6

　　

評価

個々の状況に応じ自由に移動や歩行が出来る対策を講じています

　入所時に相談員が聞き取った全身アセスメントをもとに、理学療法士が介護記録の生活上の身体機能情報を収集・把握しています。入
所者の意向を確認し、個別機能訓練計画書に基づいたリハビリを実施しています。転落防止のため動きを確認できるセンサーを設置し、
転倒リスクの高い入所者には衝撃吸収パット付ズボンを履いてもらい、後方へ転倒する入所者にはヘッドギアを装着してもらう等、大きな
事故を起こさないよう見守りを徹底する、転落・転倒のリスク対策を取っています。自由に歩行できる環境を整え、能力の維持、向上に努め
ています。

適切な福祉用具を活用し、入所者の負担軽減と併せて安全な介助を提供しています

　介助用リフトを安全に使用するための研修を受け、資格を取得したリフトリーダーを配置しています。理学療法士とリフトリーダーがリフト
とスリングシート（吊り用具）の使用状況を確認し、安全性や使い方を検討し、指導しています。「移乗方法選択シート」の見直しを検討し、
自力立ち上がり、座位による移動介護用具やリフトを利用した身体機能に応じたケアが行えるようフローチャートを改定し、実施していま
す。入所者の高齢化や重度化が進む中でリフトの必要台数や増加の検討等より安全な支援に取り組んでいます。

日常的に利用度の高い車椅子の点検整備は職員が行っています

　入所者の約6割が車椅子を使用していて、安全第一を心がけ福祉用具を点検しています。現状、使用する車いすの点検は、不具合が生
じた時のほか、空気圧の補充・調整時に行っています。また、職員が修理不可能な個所は専門業者に依頼しますが、新型コロナ禍で外部
の業者が施設に入ることができないため入所者に合った対応が難しい状況となっています。故障や不具合が発生する前に点検し正常な作
動を確保するまでになっていないと見られます。今後、車いすを含む福祉用具全般の定期点検の実施及び正常な機能の維持に取り組む
ことが望まれます。

標準項目
1. 利用者の状態や意向に応じ、できるだけ自力で移動できるよう支援を行っている

2. ベッド移乗、車イスの操作など移動のための介助が安全に行われている

3. 利用者が快適に使用できるよう車イス等の環境整備が行われている

評価項目6の講評

居室のトイレを使用し羞恥心やプライバシーに配慮した支援を実施しています

　各居室にトイレを整備し、入所者専用となっています。ユニットごとにトートバックを用意し、排泄ケアを行うことをほかの入所者にわらない
よう排泄物を処理しています。トイレ内の支援も入所者の状態に応じた最小限の支援とし、座位後は外で待ち、失敗した時はその都度清掃
し、自尊心を傷つけない、プライバシー保護や羞恥心の配慮に努めています。毎日業者がトイレを掃除し、更に職員が巡視及び評価を行
い、清潔保持を確認しています。

入職時から指導を受け、適切なオムツと介助方法を習得し支援を行っています

　新入職員に対し、入職時にプライバシー保護や感染予防対策、排泄時の羞恥心への配慮、入浴支援手順と時間、温度調整、同性介助
等の方法を指導する、実践に向けた研修を行っています。フロアで、先輩職員がその都度オムツ替えを指導し、看護師は排便コントロー
ル、排泄ケアについて指導しています。おむつの種類や当て方等はオムツメーカーの担当者から現場での指導を受け、入所者にあったオ
ムツ選びを学び、排泄介助のスキルアップに努めています。

移動の支援は、利用者の状態や意思を反映して行っている
評点（○○○）

3. 研修等によりオムツ交換、トイレ誘導等の排泄介助方法の向上に取り組んでいる

4. トイレ（ポータブルトイレを含む）は衛生面や臭いに配慮し、清潔にしている

評価項目5の講評

排泄状況や時間を把握し、入所者に合った排泄支援を行っています

　24時間排泄記録に排泄回数や尿量を記録し、入所者の状態を常に把握しています。排泄パターンや排泄形態の見直しが必要な時はユ
ニット会議で検討し、入所者にあった個別パターンの支援方法を決め、表情や体の動き等を観察し、声かけや誘導、トイレでの排泄支援等
羞恥心に配慮して行うよう心がけています。自然な排泄が行えるようこまめな水分補給や日常的に体操やレクレーションを行うほか、便秘
気味な入所者には、多職種の職員が食事内容や排泄介助方法を検討し、身体に無理のない排泄を促すよう努めています。

排泄の支援は、利用者の状態や意思を反映して行っている
評点（○○○○）

標準項目
1. 利用者の意向や状態に応じ、自然な排泄を促すよう支援を行っている

2. 排泄の誘導や介助は、利用者の羞恥心に配慮して行っている

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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7 評価項目7

　　

評価

日常生活の中で訓練が出来るように取り組んでいます

　午前、午後、夜間の日常の支援経過を記録しています。細かな記録から課題を抽出し、理学療法士、管理栄養士、看護師、介護職員で
意見交換し、計画書に反映しています。リハビリプログラム及びアプローチ方法も多職種の職員で検討し実践しています。例えば、日常生
活動作（ADL）で立位困難時がある入所者にトイレ誘導を継続し、その際の支援方法を決め、トイレでの立ち座りをリハビリとしてトレーニン
グを実践しています。残存機能の維持とともに、尿路感染症の予防に役立つよう取り組んでいます。

身体状況に合った車いすを使用できるよう支援を行っています

　入所者の6割が車いすを利用しています。その車いすに問題があればその都度支援記録に記入しています。空気圧とポジショニングの
検討はリハビリの評価時に行い、入所者にあった車いすまたリクライニング車いすの選定も検討しています。タイヤの空気入れはユニット
で行いますが、直ぐ空気入れができるようユニット会議で取り上げ、ユニット専用の空気入れを用意することを決定しています。身体に合う
車いすを使用し、必要時に点検・整備に取り組んでいます。

3. 機能訓練指導員と介護職員等の協力のもと、日常生活の中でも機能訓練を実施している

4. 福祉用具は、定期的に使用状況の確認をし、必要に応じて対処をしている

評価項目7の講評

入所者の状況、情報を多職種で共有しリハビリを実施しています

　初回の機能訓練計画書は入所時に作成し、入所者及び家族の承諾を得てリハビリを開始しています。3か月実施し、介護職員が介護ソ
フトに記録した介護記録及び日常生活動作（ADL）と理学療法士によるできる動作の記録をもとに評価し、多職種の職員で情報を共有して
います。3か月ごとの評価に変更がない場合は1年後計画書を見直します。変化が起きた時は多職種の職員で話し合い、計画書を見直し、
入所者の身体状況に応じた機能訓練プログラムを実践するようにしています。

利用者の身体機能など状況に応じた機能訓練等を行っている
評点（○○○○）

標準項目
1. 利用者一人ひとりに応じた機能訓練プログラムを作成し、評価・見直しをしている

2. 機能訓練のプログラムに日常生活の場でいかすことができる視点を入れている

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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8 評価項目8

　　

評価

緊急時と看取りについて入所時に同意を得て支援体制を整えています

　体調変化による緊急時、特に夜間は看護師オンコール体制を整え、夜勤職員の責任者に指示を集約し、救急対応しています。入所時に
入所者と家族に緊急時に備え、救急救命方法及び搬送先医療機関を確認し、同意を得ています。また、終末期の看取りについても、入所
者と家族の意向を確認しています。意向は自由に変更でき、看取り時期を迎えた時に再度意向を確認することを説明しています。医師と家
族が話し合い看取りに同意を得て、施設の「看取り援助基本指針」に沿って入所者に寄り添う支援を行っています。

評価項目8の講評

日々体調管理を行い、体調の変化を見逃さず対応しています

　週1回、医師が回診して健康状態を把握し、また、日々、入所者のバイタルサイン、排泄、水分量、食事摂取、服薬状況等を確認し、支援
記録に記録しています。看護師は入所者の支援記録の情報を確認し、各ユニットを巡回して、生活や身体状況、入浴状態を再確認し、記
録に残しています。多職種の職員でこれらの健康情報を共有し、支援に生かしています。月1回、体重測定及び内科健診を行い、医師から
診療情報の提供を受けています。体調の変化時は医師に連絡し、通院が必要な時は症状に応じ看護師が付き添い対応をとっています。

服薬管理・与薬はダブルチェック体制を整え実施しています

　看護師は入所者毎に薬を分け保管します。一日分をフロア別に、フロアでユニット別に、ユニットで入所者別にそれぞれ分けて入れ、トリ
プルチェックを経て服薬を準備しています。与薬は「配薬与薬チェックシート」を使い、名前、日付及び与薬時間、飲み込みまでチェックした
ことを記録します。シートはA4サイズで、運用方法及び注意事項、与薬の手順を記載しています。口腔ケアは月2回歯科医が来所し、歯科
衛生指導を行っています。毎食後の歯磨きで日々口腔ケアを継続し、食事量の増加及び誤嚥性肺炎の予防、健康維持を目標に取り組ん
でいます。

標準項目
1. 利用者の状態に応じた健康管理や支援を行っている

2. 服薬管理は誤りがないようチェック体制の強化などしくみを整えている

3. 利用者の状態に応じ、口腔ケアを行っている

4. 利用者の体調変化時（発作等の急変を含む）に、看護師や医療機関と速やかに連絡が取れる体制を整
えている

5. 終末期の対応をすでに行っているか、行うための準備が行われている

利用者の健康を維持するための支援を行っている
評点（○○○○○）

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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9 評価項目9

　　

評価

10 評価項目10

　　

評価

　入所時に、サークル活動を説明し、入所者の希望を確認しています。ボランティアを講師とする生け花や習字、民謡、刺し子は新型コロナ
禍のため休止中ですが、絵手紙、編み物、歌謡曲、カラオケ、クラシック、トーンチャイム、読書、音楽体操のサークル「おとわ会」、「笑和
会」、「咲楽会」が活動しています。週1回の会話参加を目標としたり、サークルに参加しない人にはオカリナやマッサージで参加を促したり
しています。五感に刺激を受け、可能性を形にして生きる活力につながるレクリエーションとなっています。

ユニットごとに特徴を持ち、居心地の良い環境を入居者と職員で作っています

　各ユニットに食堂兼リビングが整っていて、季節の行事やユニット単位の活動を行っています。入所者の作品の展示や季節に因んだ飾り
つけで、部屋札に似顔絵を付けたり大きな字で名前を表記したり工夫をこらしています。認知症入所者が多いユニットでは音楽等を活用
し、居心地の良い環境を提供しています。日常的に編み物や刺し子等に取り組み生活の一部となるよう職員が見守る支援を行っていま
す。ユニットにおける支援を振り返り、認知症ケアの勉強会を開催する等より質の高いサービスの提供に努めています。

4. 利用者の気持ちに沿った声かけや援助を行っている

評価項目10の講評

希望する入所者が楽しく買い物を行えるように支援しています

　各フロアの掲示板に、「御用聞きいたします」と移動訪問販売のお知らせを貼り出し、毎週スーパーの雑貨、食品、嗜好品等を自由に購
入できるようにしています。当日、職員は希望する入所者一人一人に付き添い、その人が必要とする援助を行っています。家族の了解を得
ている人には仮支払い請求書を郵送します。入所者は小遣いの範囲で金額を決め、好きなものを買っています。新型コロナ禍で外出や買
い物ができないため、自分で好きなものを選んで購入できる喜びを毎週楽しみにしています。職員は毎週こうした機会を提供できるよう援
助を続けています。

多様な趣味活動から好みのサークルを選択し生き生きとした生活を得ています

利用者の施設での生活が楽しくなるような取り組みを行っている
評点（○○○○）

標準項目
1. 施設での生活は、他の利用者への迷惑や健康面に影響を及ぼさない範囲で、利用者の意思が尊重さ
れている

2. 利用者の意向を反映したレクリエーションを実施している

3. 認知症の利用者が落ち着いて生活できるような支援を行っている

　一日の生活で起床時の着替えや就寝前のパジャマの着替えは自分が行うことを基本とし、衣類の前後の確認やボタンをかける際の声か
け等に留め、入所者ができないところだけ支援を行うことにしています。職員は入所者の持っている能力を奪うことなく、できる能力を引き
出す支援に努めています。状況に応じ、拘縮や骨折等で更衣できない入所者には安楽に過ごすことを優先し、浴衣の着用や着替えを最小
限に留めるようしています。入所者が希望する衣類の選択を介助し、自立に向けた支援に取り組んでいます。

状態に応じて入所者の意向に沿った洗顔や身だしなみの支援に努めています

　入所者の生活リズムを尊重し、早く起きる人は自分で排泄を行ったり、オムツ交換を介助してもらう等状態に応じた自立支援を基本として
います。離床する入所者には洗面所まで誘導し、意向を聞いて洗顔や歯磨きの支援を行っています。「ケアチェック表」を用い、入所者の意
向に寄り添う支援に努めています。洗顔が難しい時は温かいタオルで拭くなど入所者の状態に対応しています。月2回、施設の理美容室で
パーマやカットをしてもらったり、美顔パックやネイルを企画したり、普段の生活を常に楽しく過ごせるよう配慮しています。

照明や湿度、マットレスの選定で環境を整え睡眠の充実を図っています

　生活環境は、毎月1回職員が「職場巡視チェックリスト」により20項目の環境チェックを実施しています。蛍光灯及び室内照明器具の破損
や故障、換気・空調設備の温度管理は適切か、廃棄物の処分・分別、不衛生な場所等を点検し、必要に応じ改修する等安全で衛生的な環
境提供に努めています。ユニットごとに加湿器を設置し、湿度を調整しています。入所者に体を動かすよう昼間活動の参加を促したり、ベッ
ドにエアマットを整備し体位の負担を減らしたり、便秘を解消したりと、ゆったり睡眠が取れるよう取り組んでいます。

1. 起床後、就寝前に更衣支援を行っている

2. 起床後に洗顔や整髪等、利用者が身だしなみを整える際に支援を行っている

3. 利用者が安定した睡眠をとることができるよう支援を行っている

評価項目9の講評

出来る能力を引き出し着替えの動作の支援をしています

利用者が日々快適に暮らせるよう支援を行っている
評点（○○○）

標準項目

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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11 評価項目11

　　

評価

12 評価項目12

　　

評価

　家族と共に季節の行事を開催してきましたが、新型コロナ禍で施設内で入所者と面会や交流することを中止しています。春、夏、秋の祭
りは企画し、入所者と職員で実施しています。入所者が施設内を移動することも制限しているため、職員が巡回しフロアごとに開催していま
す。例年のように多くの行事を計画しているなかで、準備期間を設けて家族と入所者、職員が交流する機会を作り、支援につなげたいと考
えています。

家族アンケートで家族の意見や要望を調査し、業務やサービスの改善に生かしています

　サービス向上委員会は毎年家族を対象にアンケートを実施し、施設や職員に対する意見や要望を調査して業務やサービスの改善及び
向上に取り組んでいます。家族にはできる限りケアプランの変更または更新時のケアカンファレンスに出席してもらい、意見や悩みを聞き
たいと考えています。例年、家族懇談会を開催していましたが、現状は新型コロナ禍のため中止を余儀なくされています。家族との意見交
換の機会が少なくなる中で、入所者からは毎月各フロアで開催している入所者懇談会で意見や要望を聞き取り、業務やサービスの改善に
生かしています。

3. 家族または家族会が施設運営に対し、要望を伝える機会を確保している

評価項目12の講評

利用者の活動時の様子と笑顔等近況をニュースレターやブログで伝えています

　毎月広報誌「音羽台レジデンスニュースレター」に施設内の様子を載せて、家族や外部に発信しています。ニュースレターと一緒に入所
者の写真と請求書を家族などへ郵送しています。メールや電話で状況報告を行い、新型コロナ禍で家族を施設に招くことができないため動
画の配信も行っています。施設の様子や行事開催時の入居者の様子と笑顔等の近況を、介護・リハビリ・看護・栄養・相談室・事務課の職
員がリレーで受け持ち「音羽台みんなの生活ブログ」にアップして伝えています。

家族との交流はできないなかで、機会を見て交流できるよう計画しています

施設と家族との交流・連携を図っている
評点（○○○）

標準項目
1. 利用者の日常の様子を定期的に家族に知らせている

2. 家族や利用者の意向に応じて、家族と職員・利用者が交流できる機会を確保している

新たな方法で季節のお祭りや行事を実施しています

　新型コロナ感染予防のため、散歩や外食、遠出など施設から出かけることを中止しています。施設内はフロアでの移動と範囲を限定して
いますが、職員と一緒に行動を共にしています。毎年行っていた行事は規模を縮小し、入所者と一緒に祭りの企画を立て、フロアを職員が
移動して工夫し実施しています。3階のテラスに出て花見をしたり、テラスに農園を設置、ピーマン、トマト、米ナス、枝豆、ころたんメロンを
収穫して献立に役立てたり、話題作りにもなりました。中庭にプランターを配置し、季節を感じられるよう工夫しています。

入所者の笑顔と活力を取り戻せるよう地域交流に代わるイベントを実施しています

　新型コロナ禍で地域との交流は中止しています。家族とは面会ブースで予約制とし、20分と時間を限った面会を実施しています。また、地
域ボランティアや講師による書道や生け花、民謡活動は中止しています。ユニットごとに職員が巡回し、餅つき、納涼祭、スイカ割、クリスマ
ス会や職員による音楽イベント、夕暮れ音楽会を実施し、入所者の心を癒し笑顔と活力を取り戻す取り組みに力を入れています。

地域参加を楽しみに入所者同士の絆を強くしたフロア生活を過ごしてもらっています

　毎年地域の行事に参加したり、保育園児と交流したりしていましたが、新型コロナ禍で外部との交流を中止しています。こうした状況のな
かで、保育園児から敬老の日のメッセージカードを受け取り、お返しに雑巾作りを頑張っていました。コロナが収束した際は施設へ招待した
り、地域住民と交流や地域行事へ参加したりと、外出の機会を増やしたいと考えています。職員と入所者で企画、運営する秋祭りは規模を
縮小してフロアごとに作品の展示や職員の和太鼓と踊りなどを披露しました。入所者同士の助け合いが生まれ、絆が強まったと評価してい
ます。

標準項目
1. 定期的な散歩や外食、遠出など外出の機会を設けている

2. 利用者が地域の一員として生活できるよう、地域住民が参加できるような行事など、日常的な関わりが
持てる機会を設けている

3. 地域の情報を収集し、利用者の状況に応じて提供している

評価項目11の講評

地域との連携のもとに利用者の生活の幅を広げるための取り組みを行っている
評点（○○○）

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり

非該当なしあり
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〔事業者が特に力を入れている取り組み：指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】〕 令和3年度

《事業所名： 社会福祉法人翠生会　音羽台レジデンス》

評価項目

評価項目

評価項目

タイトル① 多職種による日々の健康管理や支援を行い、最後まで生きる施設を目指しています

6-4-8

利用者の健康を維持するための支援を行っている

事業者が特に力を入れている取り組み①

内容①

　定期的に医師の診察を受け、日々看護師を中心に体調を確認しています。それら記録を多職種の職員で共有
し、変化をいち早く察知することができています。多職種の職員が日常の健康管理を担い、入所者本位の適切な支
援に努めています。多職種の職員による予防ケアの強化を図り、体調の変化時や急変時には迅速に対応する体
制を整えています。入所者の高齢化が進むなかで、看取り機能の充実を図り、医療とケアの情報共有と連携を進
めています。入所時に看取りの意向を確認し、その時期にはその人らしい人生の終末期の支援に取り組んでいま
す。

タイトル② コロナ下でも、サークル活動や行事を開催し、楽しい生活を提供しています

内容②

　新型コロナ禍で家族との面会も厳しく、傾聴や娯楽のボランティアが来所できず、フロア間の交流が制限される等
入所者の精神的苦痛と身体機能の低下が見られるようになりました。職員は、フロア・ユニットごとに行事を行い、
週1回の巡回訪問販売を活用し買い物を楽しむ機会を継続しています。活動をフロアごとに変更し、入所者が様々
なサークル活動で楽しい時間を過ごせるよう取り組んでいます。3階の広々としたウッドデッキや中庭に草花を植
え、四季を感じ、テラス農園の野菜を味わってもらう等入所者が活力を持てるよう工夫しています。

6-4-10

利用者の施設での生活が楽しくなるような取り組みを行っている

事業者が特に力を入れている取り組み②

内容③

　歯科医が毎「摂食嚥下評価」を行い、歯科衛生士はほぼ毎日来所し、利用者の口腔内チェックと口腔ケアを行っ
ています。食という行為を通して、自分で食事を食べるという自立支援や誤嚥性肺炎の予防を含む体調の悪化を
防ぐ重度化防止に取り組んでいます。特に最期まで食事を食べることができるよう看取り支援を開始してからも多
職種の職員が協力しながら食の楽しみと利用者の気持ちに寄り添った食事の提供に努めています。こうした支援
にあたり、利用者の意向を反映した「栄養ケア・傾向意向・経口維持計画書」を作成しています。

6-4-2

食事の支援は、利用者の状態や意思を反映して行っている

事業者が特に力を入れている取り組み③

タイトル③ 歯科医や歯科衛生士と協力して、自分で食べるという自立支援に取り組んでいます
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〔全体の評価講評：指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】〕 令和3年度

№

タイトル

内容

タイトル

内容

タイトル

内容

№

タイトル

内容

タイトル

内容

タイトル

内容

　歯科医師は、毎月「摂食嚥下評価」を行い、歯科衛生士は、ほぼ毎日来所して入所者の口腔内チェックと口腔
ケアを行っています。食という行為を通して、自分で食事を摂るという自立支援や誤嚥性肺炎の予防を含む体
調の悪化を防ぐ重度化防止に取り組んでいます。特に最期まで食事を楽しみながら食べられるよう、看取り介
護に移ってからも多職種の職員が協力し、入所者の気持ちに寄り添った食事の提供に努めています。こうした
支援は「栄養ケア・経口移行・経口維持計画書」をもとに、利用者の意向を尊重して行っています。

2

1

3

さらなる改善が望まれる点

歯科医や歯科衛生士と協力し、自分で食べるという食の自立支援を行っています【関連評価項目6-
4-2】

　施設の情報がわかるようにパンフレットを作成し、入所を希望する方に配布して説明しています。パンフレット
は手元にあることですぐに情報を確認できる利点がありますが、より気軽にたくさんの方に情報を提供できるよ
うにホームページやブログ、SNSを活用して施設生活がわかりようすいように情報を発信しています。施設の行
う支援をなぜ行うのか根拠や意図も情報発信することで楽しみの提供だけではない、支援の成果までわかるよ
うにしています。職員の名刺にはQRコードがあり、スマートフォンにて情報を得られるように工夫しています。

《事業所名： 社会福祉法人翠生会　音羽台レジデンス》

特に良いと思う点

多職種の職員が入所者の情報を共有し、チ-ムワークで質の高いサービスを提供しています【関連評
価項目6-3-4】

　入所者の生活支援を受け持つユニットの担当職員がケアプランの作成時から加わり、専門職とともに入所者
の状態に寄り添い、持てる力を発揮し生活に生かせるよう態勢を整え支援を行っています。日々の生活状況や
情報を共有し、入所者の持っている能力や個別性を重視した、自立に向けた生きがいのある生活の支援に努
めています。入所時から人生最後の看取り期、または退所まで多職種の職員で情報を共有し、常に話し合い、
支援に生かしながらサービスの提供に取り組んでいます。

幅広く多様な世代が施設の情報を得られるよう、パンフレットやWEBで情報を発信しています【関連
評価項目6-1-1】

1

3

　日々の生活の様子をはじめ、食事量、水分量、体温・血圧等のバイタルサインのほか、普段と異なる様子等の
情報をパソコンの介護ソフトに入力していて、職員は必要な情報を必要な時に確認できます。情報はサーバー
に接続するパソコンでのみ入力可能で、利用者に対応している時は入力が後回しになることがあります。利用
者の情報をタイムリーに入力することができれば、これまで以上に迅速に情報を共有でき、記入漏れ予防にも
つながります。今後、適切な情報機器とソフト、情報セキュリティ保護対策の導入による情報環境のさらなる整
備が期待されます。

利用者及び家族のニーズや意向のさらなる把握が期待されます【関連評価項目　2-1-1】

　利用者及び家族のニーズ及び意向は、入所時の説明、施設サービス計画の見直しや文書郵送に機会に把握
するよう努めています。家族の面会が制限され、家族懇談会も新型コロナ禍で中止を余儀なくされるなかで、ユ
ニットの入所者懇談会は継続しているものの、直に家族から意見や要望を聞く機会は少なくなっています。
ISO9001品質マネジメントシステムの導入により、利用者満足の向上が期待されています。今後、確実な業務品
質の向上を図る観点から、利用者及び家族アンケートを定期的に実施する等さらなる取り組みが期待されま
す。

福祉用具の点検や整備状況を可視化する書類を整え、定期的な整備につなげることが期待されま
す【関連評価項目　6-4-6】

　入所者の高齢化が進み、車いす利用者の増加とともに、身体状況の変化に伴いリクライニング車いすの使用
も始まっています。車いすの点検や空気入れ等は個別機能訓練時の評価と併せ、職員が行い、不具合の発生
時や発見時に都度修理しています。移動及び移乗時に使用する福祉用具も台数を増やす計画があり、また傷
害程度の高い入所者が増えることも想定し、福祉用具の状態、点検や整備の履歴を掴める記録類を整備し、安
全な福祉用具の使用につながる取り組みが期待されます。

利用者の情報を迅速、かつ必要な情報を入力できる環境の整備が期待されます【関連評価項目　4-
2-1】

2
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