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評価結果総括  

 

 

 

法 人 名  社会福祉法人 横浜社会福祉協会 

事業所名  特別養護老人ホーム 新山下ホーム 

施設長名  高松 正一 

 

 

 

  評価方法 

自己評価方法 

実施期間 平成 28年 6月 1日～平成 28年 6月 22日 

実施方法 各現場職員が合議した結果を現場責任者が集約し、その結果を施設としてまとめ

た。 
 

 

評価調査員による評価方法 

実 施 日 平成 28年 8月 24日、平成 28年 8月 31日 

実施方法 評価調査員が訪問し、施設の見学、資料確認およびヒアリング等で実施した。 
 

 

利用者家族アンケート実施方法  

実施期間 平成 28年 7月 1日～平成 28年 7月 24日 

実施方法 施設より利用者家族へ配布し、返送は直接家族より評価機関に郵送してもらった。 
 

 

利用者本人調査方法 

実 施 日 平成 28年 8月 24日 
実施方法 評価調査員 2名が訪問し、入所者 10名に対して一対一の面談で実施した。 
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  総合評価 (優れている点、独自に取り組んでいる点、改善すべき事項)  

［施設の概要］ 

特別養護老人ホーム「新山下ホーム」は横浜駅からバスで 25分、バス停「みなと赤十字病院入口」

から徒歩 1 分の所にあります。平成 4年に社会福祉法人 横浜社会福祉協会が開設し、現在は入所定

員 54名、ショートステイ定員 16名の施設として運営しています。鉄筋 4階建ての 1～3階を使用し、

二人部屋 7 室、4 人部屋 14 室の構成です。平成 28 年 7 月 1 日現在、本入所 54 名、ショートステイ

16名が利用しています。本入所利用者の平均年齢は 85歳で平均要介護度は 4.0です。 

法人の経営理念である「福祉の追求」を施設運営の基本方針としています。施設では「利用者を敬

い、利用者が幸福と思える施設」を目指しています。職員は、アットホームな雰囲気を大切にし、明

るい雰囲気と笑顔を心がけて日々利用者支援に努めています。 

 

 

≪優れている点≫ 

１．モチベーションが高い職員が明るい雰囲気を作り、利用者の笑顔につながっています 

新山下ホームが好きという職員が多くいます。ベテラン職員が新人職員育成を担当して、シフト勤

務、夜勤業務を一緒に行い、知識、技術の伝達だけでなく、成長する仕組みの中で施設に対する愛着

も引き継いでいます。職員同士のコミュニケーションも良好で、先輩の職員に対してもサービス改善

の意見等を気軽で自由に言える雰囲気があります。 

施設運営に欠かせない研修（感染症、人権・虐待、個人情報保護、苦情解決、事故防止など）につ

いては、施設内の教育委員会が中心となり年間計画を立て、職員や外部の専門家を講師に招いて実施

しています。毎月 1 回を目安に介護職員が集まる寮母会は、利用者一人一人の介護や業務の改善に

向けた話し合いが、立場上の上下に関係なく自由な雰囲気のもとで話し合われており、介護技術の研

鑽の場になっています。法人内の 6 つの施設が連携し、サービス技術向上を目指した事例研究等を

行っています。こうした背景のもとに施設内には職員の意欲的で自由な雰囲気が漂い、利用者や施設

に対する愛着も深まり、モチベーションを高めています。 

職員は研修で得たことをもとに、利用者の言葉に傾聴し、しっかりと思いを受け止めることを心が

けています。また、職員間の連携のなかで、利用者の思いや気持ちに対しての支援にも継続性に努め

ています。チームワークの良さから生まれる職員の心の余裕が良い雰囲気となり、利用者の笑顔につ

ながっています。 
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２．医療依存度の高い利用者を多く受け入れ、横断的・組織的な取り組みにより健康を維持して

います 

医療依存度の高い利用者には、生活全般にかかわる各人の状態に応じた多くの課題を把握していま

す。入所時のアセスメントで利用者ニーズと課題を把握し、処置や予防対策をしています。個別支援

計画は課題を細分化し、それぞれの課題に目標を設定しサービス内容を具体的に展開しています。 

カンファレンスでは看護師、介護士、栄養士、相談員及び嘱託医が連携を図り、具体的なケア方法

を協議しています。看護・介護ではカーデックスを用い、感染の危険性や便秘、食欲不振、喀痰吸引

など、個別に対応して異常の早期発見や予防に努めています。経管栄養、酸素療法、カテーテル等医

療依存度の高い利用者を平成 28 年度は 14 名（利用者全体の 26％）受け入れ、横浜市の医療対応助

成金の対象施設となっています。痰の吸引等の医療行為の一部が行える「認定特定行為業務従事者」

の認定を受けている職員が 8 名います。 

各利用者の睡眠状況や不穏状況、認知症の周辺症状を把握し、拘束や事故リスクを避ける工夫をし

ています。身体拘束委員会とリスクマネジメント委員会が連携し、身体拘束を行わず、事故を防ぐ取

り組みをしています。身体拘束廃止マニュアルを整備し、職員に向けて虐待・身体拘束・人権擁護に

関する施設内研修を毎年実施しています。利用者の特徴を把握したケアにより平成 26 年 6 月から身

体拘束は行われていません。 

また、日常の大半をベッドで過ごされている利用者は、褥瘡発生のリスクが高いため、褥瘡の危険

要因を点数化し、血液検査、皮膚観察、処置、食事などに配慮し予防的処置を行っています。リスク

の高い人には入浴時の観察や処置、就寝時にはエアマットを入れ、褥瘡を予防しています。看護師を

中心に褥瘡予防委員会が有効に機能しており、現在褥瘡疾患者は一人もおらず、状態観察や食事、検

査で未然に防ぐ取り組みとなっています。 

 

３． ターミナルケアへの取り組みが利用者の安心感につながっています 

ターミナルケアに取り組んでいます。平成 27年度は 4名の看取り介護を行いました。「看取り介

護についての同意書」を作成し、家族や主治医に確認して署名をもらっています。医師、家族と看

護、介護職員がチームを編成し利用者が不安を感じないように支援しています。内科医が月、木の

週 2回往診し利用者を診ています。職員向けと家族対応のターミナルケアのマニュアルを整備して

います。また、毎年ターミナルケアに関する職員研修を実施しています。平成 27 年度は 2 月に施

設内研修を実施し、ターミナルケアに関する職員意識の向上を図っています。 

 

４． 食べることの大切さを重視した食事支援に努めています 

食事委員会を立ち上げて、食べることを大切にした食事支援に努めています。季節ごとに旬の素

材を活かした料理を提供しています。朝食はパンとご飯の選択ができます。月に一度は夕食の主菜の

肉と魚による選択食を提供しています。正月、節分、ひな祭り、七夕、納涼祭、敬老会、クリスマス

会等のイベント時には、季節の食材を使った行事食で利用者に季節を感じてもらえるようにしていま
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す。利用者の嚥下状態に応じて一口大食、キザミ食、極キザミ食、ミキサー食など個々の食形態での

食事を提供しています。介護、看護、栄養及び厨房担当職員が連携し、利用者の体調変化に対応し食

事に反映しています。利用者の栄養ケアマネジメントを実施して、3段階の栄養リスクを設定してい

ます。リスクの高い利用者は 2週間ごとに栄養ケア計画の見直しを行っています。 

 

 

≪課題や改善することが期待される事項≫ 

１．利用者の身体機能向上を目指し施設の組織的な取り組みが期待されます  

機能訓練指導員として看護師が担当し、必要に応じ、希望する利用者に対して嚥下体操や足の屈伸

など個別機能を高める訓練を実施しています。個別支援計画にも、事案に応じた計画やサービスが見

られますが、施設全体として個別の利用者の心身状況に応じた機能向上プログラムを作成するなどの

対応は見られません。利用者の日常生活の自立度を高め、機能向上の目的を定めた機能訓練に対する

組織的、計画的な取り組みが期待されます。 

２．家族との情報交換、協力しあえる環境作りへの取り組みが期待されます  

利用者に対するイベントは、毎月開催していますが、家族に向けた行事は年 1 回の敬老祭り、懇

談会となっています。個別支援計画作成の際には、家族の希望や意見を聴く機会を設け施設計画に反

映させる努力をしていますが、実際に面談することは少なく手紙や電話でのやり取りを行うケースが

多くなっています。利用者を支援していくには家族と協力し合える関係作りは大切です。家族との信

頼関係を築くよう家族に負担のない範囲で、懇談会や介護教室、イベントなど施設側から積極的に呼

びかけを行っていくことが求められます。 

３．地域に対する施設の理解につなげる取り組みが期待されます 

災害発生時の対応として、区役所と地域防災拠点の締結を行い、災害時の応急備蓄や被災者等の受

け入れ場所としています。地域住民やボランティア等との間で災害発生時の協力体制を作っています。

また、地域住民の相談や利用者・家族の相談内容に応じ関係機関との連携を担当する職員を配置し、

日常的な連携を図っています。 

しかし、利用者の徘徊等に係る地域連絡協議会は存在しますが実働となるまでには至っていません。

また、施設内では関係機関名や団体名のリスト化はされておらず、関係機関や団体等のかかわり方の

マニュアルについても未整備となっています。施設に隣接する同じ法人のケアプラザの地域活動と連

携し施設としての地域活動の一層の拡大を図ることが期待されます。地域住民の一人としての施設利

用者の意識の強化を図るとともに、地域への施設開放や備品の貸し出し等を通して、地域に対する施

設への理解につなげる取り組みが望まれます。 
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４．職員間の情報共有の仕組みの整備が望まれます 

 介護部門、看護部門、栄養部門、相談部門それぞれのサービス管理の情報管理はできていますが、

部門間の情報共有の仕組みは課題となっています。効率化のためにもパソコンなどの活用も検討課題

となります。個別支援計画、栄養計画、看護記録や日々のケース記録などを部門間で相互に迅速に共

有できる仕組みの整備が望まれます。 
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  評価領域ごとの特記事項 

１．人権の尊重 

① 「福祉の追及」をホームの理念に掲げています。理念の項目に「ご利用者幸福の追求」を掲げ、

利用者を尊重し、生命、自由、プライバシー、個々人の人格権を守り QOL の向上に根差した、

真の満足を追求することを明記しています。毎月、理念を職員で唱和し理念の実践に向けて意識

の共有を図り、実践につなげています。 

② 「個人情報管理規定」や「基本方針」を整えています。職員に対して個人情報の守秘義務に関す

る誓約書を取っています。利用者との契約書・重要事項説明書では守秘義務や個人情報の利用目

的を明示し、「個人情報使用同意書」を貰っています。個人情報に関する書類はカギのかかる書

庫に入れ事例検討等で使用する際などは不要な情報は削除しています。 

③ 身体拘束委員会・リスクマネジメント委員会を中心に、身体拘束を行わない取り組みをしていま

す。身体拘束・人権擁護に関する施設内研修を毎年実施しています。拘束やリスクを避けるため

に、各利用者の睡眠状況や不穏状況、大声で騒ぐなど認知症の身体状況について 1日のリズムを

把握し、対応を工夫しています。平成 26年 6月から身体拘束は行われていません。また、全員

参加の寮母会（介護職員のミーティング）が毎月開かれ、利用者への個別ケアに対する取り組み

方や業務改善について話し合い、不適切な言動が行われないようにしています。 

２．意向の尊重と自立生活への支援に向けたサービス 

① アセスメントを実施し利用者ニーズの把握に努めています。利用者の入所時及び 3ヶ月後とその

後毎年 1回定期的に、及び利用者の状態の変化に応じて随時実施しています。アセスメントの結

果を「課題分析」シートに記録し、個別支援計画に反映しています。課題分析シートに利用者の

健康状態と病気の状況、ADL、食事、排泄、入浴等の日常サービスの介助のレベル、コミュニケ

ーション能力、褥瘡や医療依存の状況等利用者支援のニーズを明記しています。 

② 個別支援計画の短期目標に沿って 6ヶ月ごとにモニタリングを行い「モニタリング記録表」に記

録しています。モニタリング記録表には、短期目標の課題項目ごとにサービス内容の実行確認を

行い、利用者本人及び家族の意見・要望等を明記しています。また、モニタリングの結果やケー

ス記録の情報をサービス担当者会議で検討し、年に 1回定期的に個別支援計画の見直しを行い本

人・家族の同意を得ています。 

③ 利用者の栄養ケアマネジメントを実施しています。利用者のリスクレベルに応じ栄養ケア計画の

見直しを実施しています。栄養ケア計画に本人・家族の食事に関する要望や、解決すべき課題、

長期・短期目標を明記しています。3ヶ月ごとにケース会議を開催し、利用者の栄養状態に関す

る職員間の意識の共有を行い、看取り状態の利用者においても好みの食事に配慮した支援を行っ

ています。 

３．サービスマネージメントシステムの確立 

① 利用者・家族の要望や苦情を訴えやすい仕組みを整えています。契約書や重要事項説明書には苦

情の受付について窓口担当者、解決責任者、第三者委員、外部の権利擁護機関の名称や電話番号

を明記すると共に、玄関ロビーにも掲示しています。1階エレベーター横にはご意見箱を設置し

ています。毎年 9月に家族懇談会を実施し、家族の意見や要望を把握する機会にしています。 
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② 感染症対策委員会を中心に組織的に感染症の蔓延予防に取り組んでいます。利用者・職員へのレ

ントゲンやインフルエンザ予防接種、手洗い・マスクの励行、面会時手洗いの徹底、家庭への案

内等予防策を行っています。看護師・栄養士が講師となり、年 2回研修会を開催し、食中毒やノ

ロウイルス等の感染症に対する職員の意識を高め、予防策を講じています。朝のミーティングで

の情報提供や注意喚起を行い、施設内衛生管理や職員の健康管理を行い、平成 27 年度は感染症

の集団発生を食い止め、職員の病欠を抑える効果を上げています。 

③ リスクマネジメント委員会を毎月開催し、事故防止、事故対応に組織的な取り組みを行っていま

す。事故やヒヤリハットの内容や事故対応の記録に基づき、課題となる利用者を対象に原因分析

を行い、設備や介護用品、業務の改善を図っています。マニュアルの活用や事故防止の仕組み作

りに努めています。県社会福祉協議会主催の本年度の「第 15 回かながわ高齢者福祉研究大会」

では事故防止の取り組みについて発表しています。 

４．地域との交流・連携 

① 地域住民の相談や利用者・家族の相談内容に応じ関係機関との連携を担当する職員を配置し、日

常的な連携を図っています。利用者の徘徊等に係る地域連絡協議会は存在しますが実働となるま

でには至っていません。また、施設内では関係機関名や団体名のリスト化はされておらず、関係

機関や団体等のかかわり方のマニュアルについても未整備となっています。これらを整備し情報

の共有化を図ることにより、職員の地域への認識を高めていくことが課題となっています。 

② 地域の 3つの中学校と 1つの高校生徒の体験学習を受け入れ、福祉の仕事に興味を持ってもらえ

るように取り組んでいます。平成 27年度は 93名の生徒の体験学習を受け入れています。毎年 8

月の施設の納涼祭には地域住民に参加を呼びかけ地域交流を図っています。平成 28 年の納涼祭

には約 30名の地域住民が参加しました。町内会主催の行事にも参加しています。今年 8月の新

山下町内会夏祭りには、職員と 6名の利用者が参加しました。他にも地域の保育園の卒園式に出

席するなど地域交流を図っています。 

③ 洗濯や洗面台掃除、車いす修理ボランティアなど毎週定期的に施設を訪問してくれる個人ボラン

ティアがいます。平成 27年度は延べ 150 名のボランティアが活動しています。今後は、ボラン

ティア受け入れマニュアルを整備し、地域のボランティアの拡大を通して地域住民への福祉の意

識強化につながる活動を期待します。 

５．運営上の透明性の確保と継続性 

① 就業規定、服務規程に職員の心得を明記し、入職時に説明し職員が守るべき規範・倫理を周知し

ています。人事考課表に職員が守るべき規律、責任等を明記し職員の行動基準を定めています。

また、施設の運営規定に、施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って

施設サービスを提供することを明記し職員の倫理意識の向上を図っています。法人としての施設

運営の収支情報等をホームページ上に開示し透明性を図るなど社会的責任に努めています。 

② 理念を明文化し職員全員で唱和し、理念の実践に向けての意識の強化を図っています。人事考課

制度の一環としての目標設定シートを作成し、職員の目標達成をサポートする仕組みがあり、年

2 回の本人と直属上司が面接を通して個々の職員の目標達成と理念実践の成果を評価していま

す。また、新人育成担当職員を決めて担当職員より主任が報告を受けて育成の成果を確認する仕

組みを整備しています。 

③ 入退所に関する注意事項等については入所時に「重要事項説明書」を用いて詳細に利用者・家族

に説明しています。入退所委員会を設置し、毎月定期的に委員会を開催しています。委員会は施

設長や各部門の主任クラスの職員が出席し、区や地域のケアマネジャーの待機順位変更依頼等に
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ついて検討し、議事内容を記録しています。ご利用者やご家族から要望があった場合は、検討内

容のご本人部分について公開し、待機期間中での相談に応じて必要なときには助言等をしていま

す。さらに入退所決定の透明性・公平性を高めるために、第三者による委員の参加が期待されま

す。 

６．職員の資質向上の促進 

① キャリアパス制度に準ずる階級別人材育成計画があり、各階級の業務達成水準が明確にされてい

ます。法人としての目標支援制度を整備しています。各職員が年度の目標を定めた「目標設定シ

ート」（人事考課表）を作成し、年 2 回の上司との面談で達成状況を確認しています。各人の目

標達成を通して資質や技術の向上に向けて取り組むと共に、その達成度を人事考課に反映してい

ます。 

② 年間施設研修計画を立て施設としての研修を行っています。研修内容は理念・方針、感染症、事

故防止、虐待防止、身体拘束防止、人権擁護、認知症ケア、ターミナルケア、個人情報管理、吸

引等医療対応などです。研修時間は 19時から 21時まで非常勤も含め職員が参加しやすい時間帯

にしています。参加できない場合は資料や議事録を回覧しています。また、外部研修や法人研修

への積極的な参加を促し、外部研修を受けてきた職員は施設内研修で報告を行い、最新情報や技

術を日常の業務に活かす取り組みをしています。 

③ 法人内の 6つの特養・救護施設の各職種（介護・栄養士・看護師・相談員）が連携し、サービス

技術向上を目指し研究会を行っています。前年度は法人による第 1回事例技術発表大会が行われ、

当施設の栄養士による研究発表で 3位に入賞しています。また、おむつメーカーによる排泄ケア

の勉強会を開催するなど外部講師による研修会も開催しています。 
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分類別評価結果  （および理由）  

※ ひょう太マークは各項目において下記の水準をあらわしています。また、
各項目ごとにひょう太の数の理由のコメントがあります 

3つ：高い水準にある 2つ：一定の水準にある 1つ：改善すべき点がある 

 

Ⅰ 利用者本人の尊重 

① 「福祉の追及」をホームの理念に掲げています。理念の項目に「ご利用者幸福の追求」を掲げ、

利用者を尊重し、生命、自由、プライバシー、個々人の人格権を守り QOLの向上に根差した、真

の満足を追求することを明記しています。また、「地域貢献の追求」「職員幸福・職場環境の追求」

「今を、未来を支える福祉の追求」を掲げています。常に地域に寄り添い地域貢献を追求するこ

と、職員の自己実現が可能な職場環境を追求すること及び、より良い福祉の実現を目指し、挑戦

を続けることをうたっています。 

② 理念を事務室等に掲示し、また、毎月 25 日のミーティング及び 3 ヶ月ごとの施設内研修の冒頭

に職員全員で理念唱和し、理念実践にむけての職員の意識の徹底を図っています。平成 28 年 8

月のスタッフ会議の議事録に、理念を体現する職員の心構えについて施設長が職員に説明した内

容が記録されています。年に 2回の人事考課の一環としての職員と直属上司との面接で、職員の

目標管理の成果を相互に確認しています。その中で職員一人ひとりの理念の実践の状況について

評価するようにしています。職員は理念の実践を振り返り、次の目標設定に生かすように心がけ

ています。 

① アセスメントを実施し利用者ニーズの把握に努めています。利用者の入所時及び 3ヶ月後とその

後毎年１回定期的に及び利用者の状態の変化に応じて実施し、アセスメントの結果を「課題分析」

シートに記録し、個別支援計画に反映しています。課題分析シートに利用者の健康状態と病気の

状況、ADL、食事、排泄、入浴等の日常サービスの介助のレベル、コミュニケーション能力、褥

瘡や医療依存の状況等利用者支援のニーズを明記しています。 

② 個別支援計画の短期目標に沿って 6ヶ月ごとにモニタリングを行い「モニタリング記録表」に記

録しています。モニタリング記録表には、短期目標の課題項目ごとにサービス内容の実行確認を

行い、利用者本人及び家族の意見・要望等を明記しています。モニタリングの結果やケース記録

の情報をサービス担当者会議で検討し、年に 1 回定期的に個別支援計画の見直しをしています。

また、個別支援計画は利用者の状況の変化に応じ随時見直しを行い本人・家族の同意を得ていま

す。 

③ 利用者の栄養ケアマネジメントを実施しています。利用者のリスクレベルに応じ低リスクは 3

ヶ月、中リスク 1ヶ月、高リスクは 2週間ごとに栄養ケア計画の見直しを実施しています。栄養

ケア計画に本人・家族の食事に関する要望や、解決すべき課題、長期・短期目標を明記していま

す。3ヶ月ごとにケース会議を開催し、利用者の栄養状態に関する職員間の意識の共有を図って

います。看取り状態の利用者においても好みの食事に配慮した支援を行っています。 

Ⅰ-1 利用者本位の理念    

Ⅰ-2 利用者のニーズを正しく把握した個別援助計画の作成    
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① 職員は、個別支援計画書の短期目標の実践を常に意識し、日々の利用者支援に努めています。個

別支援計画個別ファイルを見ながら毎日のケース記録に利用者支援の内容、利用者の表情や利用

者が発した言葉などを書きとめています。職員は毎日朝・夕のミーティングで職員間の情報共有

を図り、利用者の体調の変化等に対する支援の統一性に努めています。 

② 医療依存度の高い利用者を積極的に受け入れています。経管栄養対象の利用者など個別にタイム

スケジュール表を整備し、個々の利用者ごとに状況の変化をしっかりと把握しています。利用者

個々のリスクに対応した栄養ケアを行い、「栄養ケアマネジメントモニタリング表」を作成し、

随時リスクに応じた計画の見直しを行っています。また、利用者の嚥下状態の変化については、

介護、看護、栄養の各職務担当職員が連携し、適切な食形態で利用者が食事ができるように配慮

しています。 

① 施設の建物は 24 年を経過しています。空調機の取り換えや給排水設備・トイレ等のメンテナン

スに力を入れ、業務に支障を来たさない補修・改善をしています。施設内の快適な環境維持のた

めに非常勤のサポートスタッフ 4名を配置し、共用部分は毎日、居室は週 1回の清掃を行ってい

ます。清潔さ、温度・湿度、採光、換気、照明、バリアフリーなど利用者が施設で快適な生活が

できるよう身体状況を考慮した住空間への改善を行っています。居室内はカーテンでプライバシ

ーの確保がされ、面会時には相談室が自由に利用できます。 

② 感染症対策委員会を中心に組織的に感染症の蔓延予防に取り組んでいます。利用者・職員へのレ

ントゲンやインフルエンザ予防接種、手洗い・マスクの励行、面会時手洗いの徹底、家庭への案

内等予防策を行っています。看護師・栄養士が講師となり、年２回研修会を開催し、食中毒やノ

ロウイルス等の感染症に対する職員の意識を高め、予防策を講じています。朝のミーティングで

の情報提供や注意喚起を行い、施設内衛生管理や職員の健康管理を行い、平成 27 年度は感染症

の集団発生を食い止め、職員の病欠を抑える効果を上げています。 

③ リスクマネジメント委員会を毎月開催し、事故防止、事故対応に組織的な取り組みを行っていま

す。研修会は年２回開催し、KYT（危機予知訓練）トレーニング実践や事故報告書の書き方など

職員と意見を交換しながら実施しています。事故やヒヤリハットの内容、事故対応の記録に基づ

き、課題となる利用者を対象に原因分析を行い、設備や介護用品、業務の改善を図っています。

マニュアルの活用や事故防止の仕組み作りに努めています。県社会福祉協議会主催の本年度の

「第 15回かながわ高齢者福祉研究大会」では事故防止の取り組みについて発表しています。 

④ 災害発生時の対応として、区役所と地域防災拠点の締結を行い、災害時の応急備蓄や被災者等の

受け入れ場所としています。地域住民やボランティア等との間で災害発生時の協力体制を作り、

年二回の防災訓練を行って確認しています。 

① 利用者・家族の要望や苦情を訴えやすい仕組みを整えています。契約書や重要事項説明書には苦

情の受付について窓口担当者、解決責任者、第三者委員、外部の権利擁護機関の名称や電話番号

を明記すると共に、玄関ロビーにも掲示しています。1階エレベーター横にはご意見箱を設置し

ていますが、日々の利用者との会話から要望を自然な形で聴くことも多く、意見箱には寄せられ

る投書は 0となっています。毎年 9月に行われる懇談会では家族からの意見や要望を伺う機会を

設けています。 

Ⅰ-3利用者の状況の変化に応じた適切なサービス提供の実施    

Ⅰ-4快適な施設空間の確保    

Ⅰ-5苦情解決体制    
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② 懇談会では、「外出の際には家でどのように介護したらよいか」「広報誌「にこにこ通信」は継続

してほしい」「他の利用者の面会頻度はどのくらい？」等の要望や質問が出されています。寄せ

られたご意見や苦情は会議やミーティングを通じて職員へ周知し、解決に取り組んでいます。苦

情受付簿や懇談会での記録等苦情や要望のデータを記録し、解決策など内容については事業報告

書で報告しています。 

① 医療依存度の高い利用者、認知症高齢者等の利用者に対しては、生活全般にかかわる各人の障害

に応じた多くの課題があります。個別支援計画では課題を細分化し、それぞれの課題に目標を設

定しサービス内容を具体的にしています。認知症高齢者では徘徊や転倒、失禁、食事介助、体洗

い、ストレス防止、体調維持などの課題に対してそれぞれの具体的なプランのもとに介護サービ

スを実践しています。日々の日誌、連絡帳、ミーティングで利用者の状況や変化を的確に読み取

り、話し合っています。月 1回の寮母会やスタッフ会議、サービス担当者会議では個々の利用者

へのモニタリングや評価結果をもとに定期的な職種間会議を行っています。 

② 経管栄養、酸素療法、カテーテル等医療依存度の高い利用者を 28年度は 14名（利用者全体の

26％）を受け入れ、横浜市の医療対応助成金の対象施設となっています。痰の吸引等の医療行為

の一部が行える「認定特定行為業務従事者」の認定を受けている職員が 8名います。本人・家族

の意向のもとにアセスメントによる課題分析を行い、カンファレンスでは看護士、介護士、栄養

士、相談員、嘱託医が連携を図り医療対応面を含めた個別具体的なケア方法を協議しています。

医療対応に応じたマニュアルを該当者の居室に備えています。カーデックスを用い個別に応じた

感染の危険性や便秘、食欲不振、吸引など異常の早期発見や予防に努めています。看護記録や介

護記録をとり、互いの情報を共有しています。  

Ⅰ-6特に配慮が必要な利用者への取り組み(医療対応を含む)    
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Ⅱ サービスの実施内容 

① 入退所に関する注意事項等については入所時に「重要事項説明書」を用いて詳細に利用者・家族

に説明しています。入退所委員会を設置し、毎月定期的に委員会を開催しています。委員会は施

設長や各部門の主任クラスの職員が出席し、区や地域のケアマネジャーの待機順位変更依頼等に

ついて検討し、議事録に記録しています。ご利用者やご家族から要望があった場合は、検討内容

のご本人部分について公開し、待機期間中での相談に応じて必要なときには助言等をしています。

さらに入退所決定の透明性・公平性を高めるために、第三者による委員の参加が期待されます。 

② 多くの待機者がいる状況で、施設としての待機者への支援を心がけています。見学に迅速に対応

し、また、ショートステイの活用や他の施設の紹介など待機者の相談に応じるようにしています。

入退所日の設定は、施設入所については月曜から金曜日に行い、ショートステイについては利用

者の希望に応じて、土日の入退所を行っています。 

① 食事委員会を立ち上げ、食べることの大切さを重視した食事支援に努めています。委託業者と連

携し旬の素材を活かした料理を提供しています。朝食はパンとご飯の選択ができます。また、月

に一度は夕食の主菜の肉と魚の選択食を提供します。正月、節分、ひな祭り、七夕、納涼祭、敬

老会、クリスマス会等季節の食材を使った行事食で利用者に季節を感じてもらいます。また、毎

月の誕生会では栄養士の手作りのケーキを出します。昼食、夕食時は栄養士が利用者の食事の状

況を観察し、利用者の好き嫌いを把握し献立に活かすようにしています。 

② 利用者の嚥下状態に応じて一口大食、キザミ食、極キザミ食、ミキサー食などの食形態での食事

を提供しています。介護、看護、栄養及び厨房担当職員が連携し、利用者の体調変化に随時対応

しています。栄養士が食事伝票を起票し調理担当に確認し連絡ミスがおきないようにしています。

食事に長時間を必要とする利用者に対しては早めに食事を提供するなど、利用者がゆっくりと食

事ができるように配慮しています。 

① 入浴委員会を設置し、毎月定期的に委員会を開催し入浴介助マニュアルの定期的見直しやカーテ

ンの整備等プライバシーへの配慮に関することなどの対策を講じています。「年度目標シート」

を作成し計画的に利用者へのサービス改善を図っています。入浴時のリスク等について「入浴業

務のポイント」にまとめ、利用者個人別のチェック表を作成し入浴時の事故防止に努めています。 

② 利用者は週に 2回の入浴を原則にしています。月、木が機械浴で入所者の約半数が利用していま

す。火、金は一般浴やリフト浴等の利用者が入浴します。他にシャワー浴は利用者の希望に応じ

随時対応しています。利用者の希望があれば同性介助を実施しています。個別入浴については、

感染症などの場合に対応していますが、利用者の希望による個別入浴については対応が困難な状

況です。 

① 排泄チェック表を活用し個々の排泄パターンによる個別排泄ケアを推進しています。平成 28 年

3月末現在、排泄の全介助が必要な利用者は昼 25名、夜 37名です。自立しているのは入所者 56

名中 8名です。排泄委員会を立ち上げ、毎月定期的に委員会を開催し、利用者個々の排泄に関す

Ⅱ-1入退所時の対応    

Ⅱ-2利用者本位のサービス提供（食事）    

Ⅱ-2利用者本位のサービス提供（入浴）    

Ⅱ-2利用者本位のサービス提供（排泄）    
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る状況を確認しています。トイレに行くのが難しい利用者にはポータブルトイレを使用し、安易

にオムツにしないようにしています。 

② トイレの多くはカーテン式です。車いす用トイレはドア式になっています。排泄の同性介助は特

に夜間などは職員の勤務条件により実現できていない状況です。利用者面談では特に苦情等はあ

りませんでしたが、同性介助への体制整備が望まれます。 

① 多くのターミナルケアの実績があります。平成 27年度は 4名の看取り介護を行いました。「ター

ミナルの指針」を作成し、看取り介護に際しては「看取り介護についての同意書」に、家族や主

治医の署名をもらっています。医師、家族と看護、介護職員がチームを編成し利用者のターミナ

ルケアに取り組んでいます。内科医が月、木の週 2回往診し利用者を診ています。職員向けと家

族対応のターミナルケアのマニュアルを整備しています。また、毎年ターミナルケアに関する職

員研修を実施しています。平成 27年度は 2月に施設内研修を実施し、ターミナルケアに関する

職員の意識の向上を図っています。 

① 余暇活動としてはカラオケ好きの利用者の集まりの歌謡クラブやカレンダー作りや塗り絵を楽

しむ手工芸クラブがあります。編み物や洗濯物たたみなど、職員は利用者の得意なことをやって

もらうように配慮しています。また、利用者の誕生日月には誕生日外出を行っています。平成

27 年度は、赤れんが倉庫やランドマークタワー、三渓園など近隣の観光地やスーパーへの買い

物など利用者の希望に沿って外出を楽しんでいます。 

② 日常生活では利用者は個々にテレビを所有し好きな時間に見ています。新聞を購読している利用

者もいます。毎月訪問理容が施設を訪れ利用者と顔なじみになっています。職員同伴で焼鳥屋に

いくのを楽しみにしている利用者がいます。 

① 機能訓練指導員として看護師が担当しています。必要に応じ、また、希望する利用者に対して個

別に口腔機能を高める嚥下体操や筋力を養う足の屈伸等の機能を維持できる取り組みをしてい

ます。個別支援計画には、ニーズに応じたサービスを組み立て、その成果をもとに次の支援計画

へ反映しています。こうした必要に応じた対応はされてはいるものの、一人一人の利用者の日常

生活の自立度を高め、機能向上の目的を定めた組織的、計画的な取り組みは行われていない現状

です。十分な取り組みが期待されます。 

② 寝たきり防止のために、困難な場合を除き利用者は、日中はベッドから離れ 1階の食堂や各フロ

アで食事をとったり、昼食前にはラジオ体操を行ったりしています。日常生活における動作や身

体機能を高めるために、レクリエーションでのボール投げ、ゲーム、歌、誕生日の外出や花見、

遠足、など多彩な取り組みを行っています。毎週水・土・日曜日には歌謡クラブ、手工芸クラブ、

レクリエーションクラブとクラブ活動を楽しみ、心身のリフレッシュや機能の向上に努めていま

す。 

③ アセスメントにより日常の大半をベッドで過ごされている利用者には、褥瘡発生のリスクが高い

ので褥瘡の危険要因を点数化し、予防的処置を行っています。血液検査、皮膚観察、処置、食事

に配慮しています。リスクの高い人に対して入浴時の観察やエアマットを入れ、褥瘡を防ぐ取り

組みが行われています。看護師を中心に褥瘡予防委員会が有効に機能しており、現在褥瘡疾患者

はおらず、観察や食事、検査で未然に防ぐ取り組みとなっています。 

Ⅱ-2利用者本位のサービス提供（その他） を   

Ⅱ-3余暇・生活内容の自由な選択    

Ⅱ-4機能回復・寝たきり防止等への支援    
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① 看護師による血圧測定や月 1回の体重測定、検尿、胸部レントゲンなど定期的な「利用者検診」

を実施しています。その結果により食事量の調整を行い、糖尿病や肺炎・結核などの予防に努め

ています。また、スタッフ会議に報告し、必要に応じて医師への受診など健康状態の管理を行っ

ています。日々のケアでは一人一人の利用者へのバイタル、食事、水分摂取、排泄、入浴等の記

録をとり、介護士と看護師が連携をとり、変化に気づく力を養うなど、健康管理への取り組みを

しています。さらに嘱託医と連絡を密にして異常の早期発見・治療に努めています。 

② 薬は服薬の誤りが起こらないよう服薬管理マニュアルに基づき看護師が一人一人の薬をケース

やトレイを用いて配分し、4重のチェック体制を整えています。昼・夕は看護職員、朝・就寝前

は介護職員による与薬が行われています。カーテックスに利用者個人の病名や薬名、服薬内容・

方法を記載し、関係職員で共有する仕組みを整えています。こうしたチェック体制が行き届き、

2年間誤薬事故は起きていない状況が続いています。 

① 「個人情報管理規定」や「基本方針」を整えています。職員に対して個人情報の守秘義務に関す

る誓約書を取っています。利用者との契約書・重要事項説明書では守秘義務や個人情報の利用目

的を明示し、「個人情報使用同意書」を貰っています。また、サービス情報の開示請求が可能で

あることを示しています。職員の入職時や施設内研修で、毎年個人情報保護に関する研修を実施

し意識を喚起しています。個人情報に関する書類はカギのかかる書庫に入れ事例検討等で使用す

る際などは不要な情報は削除しています。 

② 身体拘束委員会・リスクマネジメント委員会を中心に、身体拘束を行わない取り組みをしていま

す。職員に向けて虐待・身体拘束・人権擁護に関する施設内研修を毎年実施しています。拘束や

リスクを避けるために、各利用者の睡眠状況や不穏状況、大声で騒ぐなど認知症の身体状況につ

いて 1日のリズムを把握し、対応を工夫しています。こうした利用者の特徴を把握した介護によ

り拘束を行わない生活を維持し、平成 26年 6 月から身体拘束は行われていません。また、全員

参加の寮母会（介護職員のミーティング）が毎月開かれ、利用者への個別ケアに対する取り組み

方や業務改善、不適切な言動が行われないよう、意識を高めています。 

③ 玄関フロアに成年後見制度の利用に関する情報提供資料を置いて、利用者や家族がいつでも見る

ことができるようにしています。制度利用についても相談に応じ利用手続きのアドバイスや鑑定

のために病院へ付き添うなど、支援をしています。現在は 3名の利用者が成年後見制度を利用し

ています。 

① 利用者を対象にしたイベントは毎月開催していますが、家族に向けた行事は年１回の敬老祭りと

なっています。その際には家族同士の交流を兼ねた懇談会を催しています。個別支援計画作成の

際には、家族の希望や意見を聴く機会を設け施設計画に反映させる努力をしていますが、実際に

面談することは少なく手紙や電話でのやり取りを行うケースが多くなっています。毎年利用者 3

名のお墓参りに送迎付き添いをお手伝いしており、今後はさらに積極的に交流の機会を広げるこ

とが期待されます。 

② ホームページや広報誌、月間予定表を発行し、施設の様子や利用者の状況を家族や市民に知らせ

ています。ホームページでは施設概要やブログを利用し、イベント時の生き生きとした利用者の

Ⅱ-5健康管理    

Ⅱ-6プライバシーの保護・人権の擁護（身体拘束廃止への取組み等）    

Ⅱ-7利用者家族との交流・連携    
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姿や施設環境を映しています。広報誌「新にこにこ通信」や月間予定表では、家族への連絡や利

用者の誕生日、入浴日や医師の診察日、生活プログラム、会議などを知らせています。個別支援

計画の見直し時期には面談や電話で家族の希望を聞いています。 
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Ⅲ 地域支援機能 

① 当施設の同一建物内に同法人運営の併設施設・新山下地域ケアプラザがあり、地域包括支援セン

ターを運営しています。そこでは福祉に関する総合相談、介護予防支援（介護予防プランの作成）、

地域支援事業、介護予防事業を行っています。そうした事業運営の中で、地域の福祉ニーズを把

握する取り組みが行われています。また、地域の「介護支援専門員が主催する「サービス担当者

会議」、各種研修会への参加を通じ地域福祉のニーズを把握しています。 

② 横浜市の委託事業により区内の「夜間相談事業」を実施しています。27 年度は 2 件の事案解決

を行い、地域のセーフティーネットの役割を果たしています。地域の在宅生活を支援するために

ショートステイ事業を運営しており、定員の 23%（16名）の方が利用できる体制になっています。

今後は、介護研修等施設の専門性を地域に還元する取り組みが期待されます。 

③ 地域住民からの相談や利用者・家族の相談内容に応じて関係機関との連携を担当する職員を配置

し、日常的な連携を図っています。利用者の徘徊等に係る地域連絡協議会は存在しますが実働と

なるまでには至っていません。また、施設内では関係機関名や団体名のリスト化はされておらず、

関係機関や団体等のかかわり方のマニュアルについても未整備となっています。これらを整備し

情報の共有化を図ることにより、職員の地域への認識を高めていくことが期待されます。 

Ⅲ-1施設の専門性を活かした地域の人達に対する相談・サービスの提供    
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Ⅳ 開かれた運営 

① 地域の 3つの中学校と 1つの高校の体験学習を受け入れ、福祉の仕事に興味を持ってもらえるよ

うに取り組んでいます。平成 27年度は 93名の生徒の体験学習を受け入れています。毎年 8月の

施設の納涼祭には地域住民に参加を呼びかけ地域交流を図っています。平成 28 年の納涼祭には

約 30名の地域住民が参加しました。町内会主催の行事にも参加しています。今年 8月の新山下

町内会夏祭りには、職員と 6名の利用者が参加しました。他にも地域の保育園の卒園式に出席す

るなど地域交流を図っています。 

② 施設に隣接する同じ法人のケアプラザの地域活動と連携し施設としての地域活動の一層の拡大

を図ることが期待されます。地域住民の一人としての施設利用者の意識の強化を図るとともに、

地域への施設開放や備品の貸し出し等を通して、地域に対する施設の理解につなげる取り組みが

望まれます。 

① パンフレットに施設の理念や施設運営の方針を明記しわかりやすい情報提供に努めています。ホ

ームページに法人としての経営理念を掲載し、その理念に基づいて施設を運営していることを明

確にしています。ホームページに法人内施設ごとの現状報告書や収支決算報告、個人情報保護規

定、入退所指針を掲載し広く市民に情報公開しています。また、施設のブログをインターネット

に掲載し、施設の行事や利用者の日常生活の状況などを個人情報に配慮し公開しています。家族

向けには広報紙「にこにこ通信」を毎月作成し、施設の月ごとのスケジュールや連絡事項を明記

し家族への情報提供に努めています。 

② 施設見学や利用者家族の問い合わせ等については土日を問わず随時対応しています。現在毎月 5

名程度の見学者がいます。特に見学の予約がなくても極力対応するようにしています。 

① 洗濯や洗面台掃除、車いす修理ボランティアなど毎週定期的に施設を訪問してくれる個人ボラン

ティアがいます。ボランティアマニュアルを整備して、平成 27年度は延べ 150名のボランティ

アが活動しています。地域のボランティアの拡大を通してサービスの質の向上につながる活動が

期待されます。 

② 今年度は 9名 45日の教育実習生の受け入れた実績があります。実習生受け入れマニュアルと実

習指導者を 2名配置して、長年施設で培った認知症介護等の専門性を活かした実習として効果を

上げています。 

Ⅳ-1施設の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ    

Ⅳ-2サービス内容等に関する情報提供    

Ⅳ-3福祉に関する普及・啓発・ボランティア活動等の促進    
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Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

① 施設運営を円滑に推進していくために必要な人材の確保や育成に取り組んでいます。新規採用は

法人が各学校の新卒者を対象に、中途採用は施設が行い、福祉人材センターやハローワークに求

人を行っています。現職員は男女比が半々で、在職年数が 7年 4ヶ月、直接支援に携わっている

1人の職員の担当が利用者数 2.2名となり、安定した人員構成になっています。 

② キャリアパス制度に準ずる階級別人材育成計画があり、各階級の業務達成水準が明確にされてい

ます。法人として「目標支援制度」を策定しています。各職員が年度の目標を定めた「目標設定

シート」（人事考課表）を作成し、上司との面談を年 2 回行っています。各人の目標達成による

資質や技術の向上に向けて取り組むと共に、その達成度を職員、上司による評価を行い、人事考

課として活用しています。 

③ 年間施設研修計画が立てられ、施設として基本的な研修を行っています。内容は理念・方針、感

染症、事故防止、虐待、身体拘束、人権擁護、認知症ケア、ターミナルケア、事故防止、個人情

報、吸引等医療対応等となっています。研修時間は 19時から 21時まで非常勤も含め職員が参加

しやすい時間帯になっています。参加できない場合は資料や議事録を回覧でまわしています。外

部研修や法人研修へは積極的な参加を促し、外部研修を受けてきた職員は施設内研修で報告を行

い、最新情報や技術を日常の業務に生かす取り組みをしています。法人では法人内施設による「委

員会別合同研修会」によるリスクマネジメントや対応困難事例等の研修を行っています。法人主

催「事例技術発表大会」などが実施され、当施設職員が入賞しています。 

④ 新人職員は法人研修で、法人理念・方針、接遇・マナーや規則・規定、虐待や事故防止など高齢

者・障害者に対する基礎知識や基本姿勢を学んでいます。また、施設内の教育委員会により業務

指導と面談を繰り返し、不安な部分を解決しながら育成しています。非常勤職員の指導は介護主

任、副主任が担当し、OJTによる指導や職員間のコミュニケーションは良好な関係を築いていま

す。 

① 目標支援制度により、職員各人が目標を定め、上司と面談しながら、目標に向け、職員のスキル

に合わせた援助技術や業務改善、評価を行っています。法人内の 6つの特養・救護施設の各職種

（介護・栄養士・看護師・相談員）が連携し、サービス技術向上を目指し研究会を行っています。

前年度は法人による第１回事例技術発表大会が行われ、当施設の栄養士による研究発表で 3位に

入賞しています。また、おむつメーカーによる排泄ケアの勉強会を開催するなど外部講師による

研修会も開催しています。 

② 各種マニュアルは定期的に年１回見直すものと、各委員会で随時見直されるものがあります。日

誌や連絡帳により個別の利用者の援助・支援に必要な情報が記載され、職員間で共有されていま

す。月１回施設長、相談員、介護職員・看護職員の役職者と栄養士による「スタッフ会議」を行

い、伝達事項や検討事項の話し合いを行っています。各部門の業務分担や責任の所在は規定によ

り明確になっており、朝・夕各部署の職員がミーティングを行い情報の共有化を図っています。 

Ⅴ-1職員の人材育成    

Ⅴ-2職員の援助技術の向上・一貫性    
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① 「人材育成計画」や「考課表」には経験や能力、習熟度に応じた役割が期待水準として明文化さ

れています。服務規程には部門別業務分掌を明記し、利用者の状況を自主的に判断し業務を行う

よう責任を明確化しています。 

② 毎月行われる寮母会では個別のケア状況を話し合ったり、業務改善の提案を募ったり職員同士の

意見交換を行っています。年 2回の「目標支援制度」面接ではどのような努力をしたか、出来な

かったかなど主任は職員の話に耳を傾けるなど各職員の目標や課題を把握し、達成を援助してい

ます。 

③ 職員同士のミーティングや休憩時間においても良好なコミュニケーションが図られており、利用

者へのケアやわからない点など話し合えます。上下関係はあっても意見の出しやすい会議であり、

先輩や上司に対しても、意見を言える間柄の環境となっています。業務終了後には職員同士での

食事や趣味など交流が図られており、職員の満足度が高い環境となっています。 

Ⅴ-3職員のモチベーション維持    
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Ⅵ 経営管理 

① 就業規程、服務規程に職員の心得を明記し、入職事に説明し職員が守るべき規範・倫理を周知し

ています。人事考課表に職員が守るべき規律、責任等を明記し職員の行動基準を定めています。

また、施設の運営規定に、施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って

施設サービスを提供することを明記し職員の倫理意識の向上を図っています。施設内研修で横浜

市福祉保健活動拠点調整委員会の報告書などを用いて、不適切事例を題材とした研修を行い、情

報共有の重要性、伝達方法について職員で再確認しています。さらに、法人としての施設運営の

収支情報等を開示し透明性を図るなど社会的責任に努めています。 

② 事務室の窓にゴーヤを栽培し緑のカーテンにしています。省力化については電力デマンドを設置

する等の対策を講じています。冷暖房は省エネと快適さを考慮し、クールビズを心がけています。

さらに、環境配慮の考えや目標を明確に職員全体に周知するとともに、理念等に公表することに

より、社会で率先して推進することが期待されます。 

① 理念を明文化し職員全員で唱和し、理念の実践に向けての意識の強化を図っています。人事考課

が制度の一環としての職員の目標設定シートにより主任、副主任が職員の目標達成をサポートす

る仕組みがあり、年 1回の面接を通して個々の職員の目標達成と理念実践の成果を評価していま

す。また、新人担当職員を決めて担当職員より主任が報告を受けて新人育成の成果を確認する仕

組みを整備しています。 

② 施設長は、リスクマネジメント委員会や身体拘束委員会、褥瘡予防委員会など 10 種類の委員会

を立ち上げ定期的に委員会を開催し、また、月 1回のスタッフ会議を通して施設運営に関する施

設長の考えやサービス改善についての職員間の情報共有を図っています。平成 28年 8 月のスタ

ッフ会議では施設長が、法人の経営理念を体現することを議題に取り上げ、職員に心構えを説明

したことが議事録に記録されています。 

① 月 1回開催のスタッフ会議では法人からの伝達事項、改善事項等運営に関する重要事項を検討し

ています。特に重要な案件は 3 ヶ月ごとに開催の全体会議で全職員に周知しています。平成 28

年 8月のスタッフ会議では、時間外労働の削減問題をとりあげ、作業の効率化について話し合っ

たことが議事録に記録されています。また、事業計画や事業報告書の策定については、スタッフ

会議で検討し計画に基づく実践の成果や課題に関する職員間の意識の共有を図っています。 

② 施設の中・長期計画は策定していません。3 年～5 年の施設運営間の環境変化に応じた中・長期

計画を策定し、それを受けて年度ごとの事業計画を策定する仕組みが期待されます。 

 

Ⅵ-1経営における社会的責任    

Ⅵ-2施設長のリーダーシップ・主任の役割等    

Ⅵ-3効率的な運営    
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利用者本人調査  

  調査概要 

 10 名の利用者に対し、調査員 2 名が 5 名ずつを担当しそれぞれ別の部屋でヒアリング調査を行い

ました。調査は所定の「利用者本人調査票」に基づき行いました。利用者は平均 65歳から 98歳の男

性 2名、女性 8名で平均年齢は 81.5歳でした。また、要介護 3の利用者が 4名、要介護 4が 5名、

要介護 5が 1名でした。 

 

  個別の設問・回答の分析 

≪入所時について≫ 

施設に入るとき、施設での生活内容についての説明については、7名が説明を十分受けたと回答

し、「パンフレットを読んで納得して入った。」「親族が聞いた」等の回答でした。受けてないの

回答は 1名のみでした。全体に施設入所時に説明を受けているといえます。 

≪ケア計画について≫ 

(1)介護計画については、説明を受けていると回答したのは 2名のみでした。6名は「計画のこと

は聞いていない」との回答でした。2名はしっかりと個別支援計画の意識がありましたが、他の

8名は説明をきいても忘れてしまっているとの印象でした。「親族が聞いていると思う」の発言も

ありました。 

(2)ここでの生活リズムについては、７名の利用者が「生活リズムは自分に合っている」との回

答でした。「ここの生活は自由だからよい」の回答があり、「自分がここの生活リズムに合わせて

いる」との意見もありました。リズムが合わないの回答は 3名で、「趣味が合わない」、「手芸を

やりたいがここではできない」、「隣がうるさい」といった意見でした。 

≪施設の快適さについて≫ 

(1)部屋や食堂の清潔さや温度や明るさに関する質問に対しては、8名は「清潔で気持ちが良い」

との回答でした。「毎日掃除しているしきれいである」、「消毒もしている。」の意見があり、1名

は「清潔と言い切れない、少し汚いところがある」の回答でした。 

≪食事について≫ 

(1)食事はおいしいですかの質問に対しては、7名の利用者は「おいしい」との回答でした。「嫌

いなものはないのでみんなおいしい」、「他の施設から移ってきたばかりだがここの食事はおいし

い」、「わりあいおいしい」、「作ってくれるのでなんだっていい」等の意見がありました。おいし

くないの回答は 2名で、「普通だがご飯がまずい」、「野菜が多く肉・野菜が出ない」の回答でし

た。また、「食事のことを言うと意地汚いと思われるので言わない」の意見もありました。 

≪入浴について≫ 

(1)入浴に満足していますかの質問には、8名は満足しているとの回答でした。「週 2回の入浴が

ちょうどよい」、「車いすで機械浴に入れてくれるのでよい」、「家ではあまり風呂にはいらなかっ

たが、ここでは気持ちよく入っている。」等の意見がありました。満足していないの意見は 2名

で、「毎日入りたい」、「職員が忙しそうで頼めない」の意見でした。 
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≪排泄について≫ 

(1)排泄介助の職員対応についての質問については、7名の利用者は満足しているとの回答でした。

「夜間 2回ポータブルトイレを使っているが、職員は呼ぶとすぐ来てくれる。」「オムツをつかっ

ているが交換してくれるので不満はない」等の回答でした。不満の回答は 2名でした。「トイレ

に連れて行ってくれない職員がいる」の返答でした。また、「トイレは自立しているので職員が

どんな対応をするかわからない」の回答もありました。 

≪余暇･生活内容の自由について≫ 

(1)自由時間の外出や趣味の活動についての質問については、６名が好きなことかできているとの

回答でした。「自由時間はいつもテレビを見ている」、「余暇時間は編み物や折り紙をしている。」 

3 名が不満の回答でした。不満の理由としては、「もっと外出したい」、「散歩にもっと連れて行っ

てほしい」という意見でした。「踊りや三味線をしたい」という意見もありました。 

≪健康管理、機能回復について≫ 

(1)リハビリ、機能回復は十分ですかの質問に対しては、満足していると回答した利用者はいま

せんでした。不満足の回答をしたのは 8名で、「もっとリハビリをやりたい」、「自分自身で手足

を動かしているが、もっと時間をかけて看てほしい。」「手足のリハビリのためにもっと散歩など

外にでたい。」「リハビリ担当の作業員がいないので期待できない」などの意見がありました。 

(2)体調が悪い時の職員の対応についての質問には、5名の利用者はすぐに看護師が対応してくれ

ると回答でした。3名は不満の意見で、「体調の悪い時いつも同じ対応ではない」、「良い時も悪い

時もある。」「看護師がいないときがある」、「もうすこし早く来てほしい」の回答でした。 

≪苦情対応について≫ 

(1)不満・要望を気軽に言えますかの質問に対しては、言えると回答したのは 4名でした。「前の

施設から移ってきたが良くなった。」「不満は今のところないので話すことはない」等の意見があ

りました。3名が不満の回答で、「職員が足りないので忙しそうで言えない」、「どうしても遠慮が

ちになる」、「歩く練習をしたいといっても聞いてくれない」等の意見がありました。「不満を言

うのは最低の人間だ」との発言もありました。 

≪プライバシー保護・人権擁護、職員の対応について≫ 

(1)プライバシーへの配慮については、8名が配慮されているとの回答でした。「プライバシーの

ことは気にしていない」、「カーテンの仕切りだけの 4人部屋だが特に気にならない」といった意

見でした。気になるの回答は 2名でした。「カーテンだけでは、やはり気になる」といったもの

でした。 

(2)職員の人権擁護への対応等についての質問に対しては、10名全員が職員の対応に満足してい

るの回答でした。「職員は嫌な顔をしないで接してくれる。」「みんな優しい」という意見でした。 

≪地域に開かれた運営について≫ 

(1)地域のボランティアとの交流に関する質問に対しては、十分ではないの回答が 3名で他はわ

からないの返事でした。「もっと交流したい」、「たまに来てくれるがもっと来てくれた方がよい。」

「ボランティアと話しをしたことがない」等の回答でした。ボランティアのことは知らないの意

見が多い結果でした。 

≪総合満足度について≫ 

(1)総合満足度の質問には、9名が満足しているの回答でした。「ここは居心地が良い」、「感謝し

ている」、「自分の好きなようにしている」といった意見がありました。1名はわからないの回答

でした。「他の施設がわからないのでここが良いところなのかわからない」といった返事があり

ました。 
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≪施設への要望などはありますか≫ 

  以下の意見がありました。 

「今のところこのままでよい。大変お世話になっている。」 

「なんでも食べられるのが良い。」 

「もう少し職員と話しがしやすいと良い。」 

「ここは自由な雰囲気があって良い。」 

「できれば散歩がもっとできると良い。」 

「歩く練習をしたい。」 

「どこかにもっと連れて行って欲しい。」 

「手芸クラブが欲しい。」 

「色鉛筆が欲しい。」 
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　家族アンケート結果　

　 アンケートの概要

１．調査対象

全利用者家族を対象にアンケート調査を実施しました。

２．調査方法

３．アンケート発送数等

通 通

４．全体をとおして

利用者家族分のアンケートを施設より利用者家族に配布しました。回答は無記名で、準備さ
れた返信用封筒にて評価機関に直接送付して頂きました。

「施設を総合的に評価した満足度」は、「満足」58％であり「どちらかといえば満足」を含め
ると96％が満足してる高い満足度になっています。

　個別にみると、「満足」の高い項目は「ご本人のプライバシーへの配慮」は「満足」が71％
であり、「どちらかといえば満足」を含めると92％の満足度となっています。他に「満足」の
高い項目は、「不満や要望を聞く体制と対応」「ご本人が病気や怪我などの時の対応」で「満
足」が67％であります。続いて「満足」の高い項目は「職員の対応について」や「ご本人の体
調への日常的な配慮」となっており、職員やサービスについての満足状況が伺えます。
　その一方で、「リハビリや機能回復のための取り組み」では「満足」は29％にとどまり、
「不満」は13％となっています。また、「じゅくそう予防や寝たきり防止のための取り組み」
や「職員のサービス提供方法の統一性」も8％の「不満」があります。

　アンケートの自由記入欄では、「職員が明るく、親切である」などの満足し感謝の意見があ
る中で、「職員によっては異なる」との意見もあります。

　「施設の基本理念や基本方針」については、「よく知っている」「まあ知っている」を含め
ると68％が知っており、その100％が共感（「共感できる」73％、「まあ共感できる」27％）
しています。さらに施設の方針を周知して、意見・要望を聞くことにより、施設と家族の協力
体制が築かれ改善されることが期待されます。

39 返送数： 24 62%回収率：発送数：

24
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　 アンケート結果

　
【入所されているご本人についておたずねします】

性別

年齢

要介護度

入所期間

【あなたご自身についておたずねします。ご本人から見た続柄は何ですか】

【施設の基本理念や基本方針についておたずねします】

【ここからは施設のサービス内容について、満足度をおたずねします】
※ １.満足　　　２.どちらかといえば満足　３.どちらかといえば不満

４.不満　　　５.その他　　　６.無回答

配偶者 子ども 兄弟姉妹 甥・姪

3

4.2%

4.2%

その他：

要介護４

1 6

0.0%

14

問１
あなたは、施設の基本理念や基本方針をご存
知ですか

付問１（よく知っている、まあ知っている、
とお答えの方へ）
あなたは、その理念や方針は共感できるもの
だと思いますか

12 3

54.2%

3

あまり
知らない

10

40～64歳

0

65～74歳 75～84歳

2 7

要介護１ 要介護２ 要介護３

男性

2

女性

18

どちらかと
いえば不満

よく
知っている

まあ
知っている

無回答

4

7

3

不満

41.7% 0.0%

29.2% 4.2%62.5%

どちらとも
いえない

あまり共感
できない

その他：

0.0%

0.0%

0.0%

満足
どちらかと
いえば満足

まったく
知らない

どちらとも
いえない

70.6% 29.4% 0.0%

45.8%25.0%

無回答

0.0%

無回答その他

無回答

0.0%

0.0% 0.0%

共感
できる

まあ共感
できる

共感
できない

20.8% 8.3% 0%

具体的なサービスの内容や費用に関する説明につ
いては

問２ 入所した時の状況

施設に関する情報の得やすさについては

無回答

0

85～94歳 95歳以上

12 3

無回答

0
その他：青年後見人、嫁

無回答

0

無回答

2

その他

要介護５

0

平成27年度

2
平成28年度

2

平成23年度以前 平成24年度 平成26年度平成25年度

7 6

25
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4.2%

0.0%

66.7%
その他：

25.0% 4.2%

8.3%41.7% 33.3% 8.3%

0.0%

33.3% 4.2% 12.5% 12.5%

62.5% 25.0% 8.3% 0.0%

0.0%

8.3%

8.3%

0.0%

0.0%

その他：
0.0% 8.3%

29.2%

4.2%

その他：寝たきりでも変化がほしい

58.3% 33.3% 0.0%

0.0% 4.2%

41.7% 37.5% 8.3% 0.0%

無回答

0.0%

0.0%

その他

45.8% 45.8% 8.3%

4.2%

50.0% 29.2% 16.7%

その他：
0.0%

その他：
8.3% 0.0%

どちらかと
いえば不満

41.7%

0.0%

0.0%50.0%

無回答

4.2%

その他

その他：胃ろう、見ていないので

満足
どちらかと
いえば満足 不満

58.3% 25.0% 4.2% 4.2% 8.3%

満足 不満
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

問３ ご本人へのサービス提供に関する計画に
ついて

個別ケア計画の説明については

個別ケア計画へのご本人やご家族の意向・要望の
反映については

問４ 日常のサービス内容について

食事について
（内容や介助の対応など総合的に）

入浴については
（頻度や介助の対応など総合的に）

トイレやおむつの介助の対応

自由時間の活動について
（ご本人の希望に添った活動など）

預かり金の管理方法や出納状況の説明について

リハビリや機能回復のための取組みについて

じょくそう予防や寝たきり防止のための取組みに
ついて

ご本人の体調への日常的な配慮について

ご本人が病気や怪我などの時の対応について

0.0%

0.0%

0%

8.3%

その他：見ていないので

その他：見ていないので

0.0% 4.2%58.3% 33.3%

その他：していない

その他：

その他：
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0.0%

満足 不満 無回答

4.2%

0.0%

8.3% 8.3% 0.0%

4.2%

62.5% 29.2% 8.3%

58.3% 37.5% 0.0%

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

0.0%

0.0%
その他：わからない

0.0%

54.2% 29.2%

50.0% 37.5% 12.5% 0.0%

70.8% 20.8% 4.2%

無回答

0.0% 0.0%

どちらかと
いえば不満 不満

4.2%

その他

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

0.0%

58.3% 25.0% 16.7%

満足

0.0%

4.2% 4.2%

無回答

0.0%

その他

0.0% 0.0%

不満

どちらかと
いえば不満 不満

0.0%

0.0%

その他：

その他：

4.2% 4.2%

58.3% 33.3%

その他

50.0% 33.3% 8.3%

満足
どちらかと
いえば満足問５ 施設空間の快適さについて

施設の快適さについて
（清潔さ、適切な温度や明るさなど）

施設の構造や設備の安全性については

問６ 施設と家族との連携・交流について

ご本人の様子に関する説明や情報提供について

施設行事などの開催日や時間帯への配慮について

ご本人のプライバシーへの配慮について

一人ひとりの利用者の尊重については

問７ 職員の対応について

職員の対応については
（優しく丁寧な対応など）

職員のサービス提供方法の統一性については
（どの職員も同じレベルのサービスを提供してく
れるかなど）

不満や要望を聞く体制と対応については
（気軽にいうことができるか、しっかりと対応し
てくれるかなど）

総合満足度は

問８ 施設を総合的に評価すると、どの程度満
足していますか

0.0%

その他：

その他：

その他：

37.5%

満足
どちらかと
いえば満足

4.2%58.3%

0.0%

0.0%

無回答

その他：

0.0%

0.0%

0.0%

その他：

その他：

その他：
66.7% 25.0% 4.2%
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事業者コメント  

 

記 入 日： 

 

事業者名：新山下ホーム 

 

今回は 10年ぶりに 2回目の福祉サービス第三者評価の受審を行いました。平成 18 年に行

った 1 回目の受審から、改善した評価項目もあれば、課題として残りそのままだった評価項

目もありました。 

 

この間、地域が求める福祉に対応できるホームであるため、より良い福祉の実現を目指し

改善を続けてきたつもりでしたが、これが精一杯であった現実は受け止めざるを得ないと思

いました。 

 

訪問実地調査の際は、調査員の方の物腰や応対が丁寧で、ホームの説明に対しても細かな

ところまで耳を傾けてくれたことで、ホームとしても構えることもなくありのままの姿を見

ていただけたかと思います。 

 

今回のこの結果をホーム全体として共有し、どう活用していくかが大事であると感じてい

ます。評価されたところは、ホームの強みとしてアピールするとともに、働く職員において

も励みや自信に繋げていきたいと思います。また、改善が求められるところは、組織として

も見直しをしていくとともに、職員の気持ちをチャレンジする方向へと繋げていきたいと思

います。 

 

終わってホッとしたところでもあるが、今回の受審を機に広く市民の皆様の信頼に応えら

れるよう、法人の経営理念でもある「福祉の追求」にむけて挑戦を続けていきたいと考えて

います。 

 

今回の受審にあたって、当ホームのご利用者・ご家族の皆様にご協力いただけましたこと

感謝申し上げます。ありがとうございます。 
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