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基本情報 

 

施設名 特別養護老人ホーム シャローム横浜 

所在地 横浜市旭区上川井町 1988 番地 

電話番号 045-922-7333 

評価年度 令和元年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

評価方法 

 

自己評価 

（実施期間） 

平成 31 年 1 月 11 日～ 

平成 31 年 1 月 31 日 

 

常勤職員及び非常勤職員に自己評価票を配付し、全職員が実施した自己評

価票を機関に送付。 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 31 年 4 月 22 日 

平成 31 年 4 月 23 日 

評価調査者 3 名（1 名事務局員）が、2 日間を通し、施設内の視察、サービ

ス内容、利用者の観察、書類確認および施設長、副施設長、生活相談員と

のヒアリング、職員へのインタビューにより評価を行いました。利用者と

食事をご一緒し、介護職と利用者とのかかわりを観察し、生活環境、居室

内環境、利用者の過ごす様子等の観察を実施しました。 

 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 31 年 3 月 1 日～ 

平成 31 年 3 月 25 日 

身元保証人様に、ご依頼文とアンケート、返信用封筒 3/1 を発送した。 

 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 31 年 4 月 22 日 

平成 31 年 4 月 23 日 

 

施設で選定いただいた利用者 10 名の方にご協力をいただき、調査者 3 名で

インタビューを実施しました。（属性は、男性 2 名、女性 8 名）また、1 日

の生活を通して観察を行い、食事に同席し、生活、過ごし方等の場面観察

を実施しました。 
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第三者評価結果報告書 

≪総括≫ 

対象事業所名 特別養護老人ホーム シャローム横浜 

経営主体(法人等) 社会福祉法人アドベンチスト福祉会  

対象サービス 高齢分野 （特別養護老人ホーム） 

事業所住所等 横浜市旭区上川井町 1988 番地 

設立年月日 平成 10 年 4 月 1 日 

評価機関名 株式会社 R-CORPORATION 

評価項目 横浜市版 

 

≪総合評価≫ 

 

【シャローム横浜の立地・概要】 

●特別養護老人ホーム シャローム横浜は、相鉄線三ツ境からバスで15分程度の亀甲山バス停から徒歩7

分～8分のところに位置しています。施設への交通機関とする三ツ境駅は瀬谷区ですが、北口を出るとすぐ

に旭区域であり、バスの沿線にある資源循環局、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、保土ヶ谷カント

リー倶楽部も旭区内に所在しながら瀬谷区に所在する三ツ境駅を最寄り駅としています。また、区内の主

要道路と接続する旭区の大動脈となっている国道16号保土ヶ谷バイパスと中原街道が交差する地点の下川

井インターチェンジにも近く、車のアクセスには良い場所に位置しています。旭区は1969年に保土ヶ谷区

から分離発足した比較的新しい区であり、横浜市のベットタウンとして宅地開発がされ、人口流入も大き

く進んでいますが、横浜市内でも自然豊かな環境が残されている地域です。さらに、旭区の大半は八王子

市や町田市から連なる多摩丘陵に位置し、平均標高は横浜市内で最も高く、夏季の平均気温も市内で最も

低い地域です。特別養護老人ホーム シャローム横浜は、国道から入った高台に位置し、周辺は畑や山林

が広がり、静かで長閑な環境と新鮮な緑の空気に包まれ、穏やかな時間が流れる日々を豊かに形成してい

ます。 

●特別養護老人ホーム シャローム横浜は、従来型の特別養護老人ホームで、3階（特別介護棟）、4階（虚

弱・一般棟）のフロアに分かれ、本入所者104名、ショートステイ16名を定員とし、個室44室、2人部屋6

室、4人部屋16室を設備しています。建物は地上4階・地下1階建てであり、同法人運営のケアハウス シャ

ローム桜山との合築となっています。施設は丘陵の途中にある為、入口が地下駐車場入口（B1階）、ケアハ

ウスの入口（1階）、特別養護老人ホームの入口（２階）は道に沿って開口しており、それぞれ独立して利

用できるようになっています。1階はケアハウス シャローム桜山のスペースの他に厨房が設けれ、全館の

食事を賄っています。2階は特別養護老人ホーム シャローム横浜の玄関となっており、会議室、事務所が

設けられ、正面の吹き抜けの空間には石造りの池に鯉がゆったりと泳ぎ、観賞するものに癒しを与え、真

っ赤な君子欄がコントラストを添えています。共有フロアには写真や絵画が飾られ、市民の方のギャラリ

ーとして提供しています。自然芝が敷き詰められた中庭にはご飯の炊ける窯やピザ窯を設備し、利用者や

地域の方等とピザを食べながら交流できる場とし、立派な藤棚や様々に植栽された樹木が四季を告げ、利
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用者の「暮らし」を考えた環境作りが成されています。 

 

 

【特別養護老人ホーム シャローム横浜の事業方針】 

●特別養護老人ホーム シャローム横浜は、社会福祉法人アドベンチスト福祉会（以下、法人という）の

経営であり、法人は国際的組織である「セブンスデー・アドベンチスト教団」との関連機関です。法人と

して、ここ特別養護老人ホーム シャローム横浜（特養、短期入所生活介護、一般デイサービス、認知症

対応型デイサービス、食事サービス）の他に、ケアハウス シャローム桜山、グループホームシャローム

ミルトスの木・シャロームミルトスの木鶴ヶ峰本町、シャローム三育保育園、そして、横浜市の委託でひ

かりが丘地域ケアプラザ（地域包括支援センター併設）を運営しています。法人の基本理念は、キリスト

教精神に基づいた「いのちを敬い、いのちを愛し、いのちに仕える」を掲げ、法人のモットーに「あった

かいがいいね」とし、利用者一人ひとりを中心に置いたケアを推進しています。シャローム横浜では、3

階に認知症の症状が強い方を中心にした「特別介護棟」と、4階は軽度な認知症で医療依存度の高い方を中

心とした「虚弱・一般棟」として階を区別し、利用者の症状に合わせてケアができる職員体制を構築して

職員一人ひとりの専門性を高め、手厚い介護で利用者の安心感、満足度を提供しています。 

 

≪優れている点≫ 

 

１．【利用者中心の介護（愛の精神）】 

●シャローム横浜では、年度方針に沿って各課で事業基本方針を立案して実践に取り組んでいます。現場

を預かるケアサービス課では、「利用者中心の介護」に向けて特別介護棟（3 階）、虚弱・一般棟（4 階）共

に利用者の個性に視点を合わせ、利用者一人ひとりの小さな「気づき」を大切にして共感し、ケアに当た

っています。「寄り添う介護」を業務の基本方針とし、業務目標に「決められたことをしっかり守り、与え

られた業務は真摯に行う」を掲げ、1 つ 1 つの気づきから、共感する姿勢を身に付け、利用者が何を思っ

ているのかを寄り添って「考える介護」を推進しています。法人はキリスト教の愛の精神を基本とし、従

事する者がキリスト教徒で無くても法人理念が浸透しており、職員からも奉仕の精神が感じられ、これら

の風土が利用者にも確実に伝わっていると本人調査からも確認ができ、施設全体のベクトルが一致し、統

一ある風土創りが成されています。 
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２．【地域への貢献】 

●シャローム横浜の良さの1つに、地域への貢献、地域とのつながりが挙げられます。立地的にはバイパス

のトンネルを潜るとそこから先はシャローム横浜までの右側の住宅のみであり、左側は駐車スペースと横

浜浄苑ふれあいの杜の霊園、道の突き当りは米軍通信隊の住宅地であり、近隣と言える住宅地は無いに等

しい状況です。この環境下で地域との連携については上川井自治会、若葉台自治会（その内のまごころの

会）、偲ぶ会メンバー（元入所していた方のご家族によるＯＢ会）、登録者が100名以上いるボランティア、

横浜市ひかりが丘地域ケアプラザの運営と連携等が支えてくれています。これらの方々が「シャロームデ

ー」（主にボランティアの方へのイベントですが地域の方も招いています）、偲ぶ会、納涼祭等、大きなイ

ベントごとにシャローム横浜の中庭に集い、横の連携を取りつつシャローム横浜を盛り立てバックアップ

してくれています。また、集う方々はシャローム横浜に対する想いを持ち、その想いに触れ、想いを汲み

ながら維持させているのは職員の絶え間ない努力の賜と言えます。 

 

３．【チャレンジ2020】 

●シャローム横浜では、「チャレンジ 2020」を展開しています。「チャレンジ 2020」とは、各部署主体で“や

りたいこと”や“チャレンジしたいこと”のフラッグを掲げ、2020 年４月までに達成する試みです。介護に関

するフロアのフラッグは、「利用者に外の空気を吸っていただく」、「職員のスキルアップ」、「嚥下困難者の

ケアを他部署と協働し、利用者が安全に楽しんで食事ができるようにする」等を挙げて取り組んでいます。

１つのことを漫然とやることと、目的をもってやること、そして期限を設けて取り組んで行くことは全職

員の大きなスキルアップにつながり、施設全体の質が向上し、利用者一人ひとりの満足度につながってい

きます。「チャレンジ 2020」の成果に大きな期待が寄せられます。 

 

≪さらなる期待がされる点≫ 

 

【研修の出席率と、さらなる職員の質の向上について】ああああああああああああああああ 

●シャローム横浜では毎月、法人内で職員研修を実施しています。職員は交代勤務による不規則な勤務形

態の中での参加となり出席率は希薄さが見られており、出生率の課題として伝達研修を含めた施設内研修

のあり方として今後、検討を図る予定でいます。福祉の現場では、職員の処遇の向上と利用者への介護の

質の向上への取り組みに対して、勤務形態など相反する体制の中でジレンマと常に向き合っています。最

終的には職員の処遇と介護の質の双方の向上を図る必要があり、限られた人員でより良いケアができる体

制の構築と、職員の質の向上ができる工夫が必要となってきます。是非、「チャレンジ 2020」を推進する

中で両方が満たされる体制と教育に尽力され、期待をしています。 
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横浜市福祉サービス第三者評価結果 

 

特別養護老人ホーム シャローム横浜 

評価年度 令和 1 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

＜評価領域＞ 

Ⅰ 利用者本人の尊重 Ⅱ サービスの実施内容 Ⅲ 地域支援機能 

Ⅳ 開かれた運営 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 Ⅵ 経営管理 

 

評価領域Ⅰ 利用者本人の尊重 

 

評価分類１－１ 利用者本位の理念 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●シャローム横浜の基本理念は、キリスト教精神に基づく「いのちを敬い いのちを愛し いのちに仕え

る」であり、「あったかいがいいね」をモットーに利用者本人を尊重したケアを実践しています。施設内に

は十字架と説教台が備えられたスモールチャペルがあり、基本理念が意識づけられる環境下で毎朝、交代

で職員が講師となり、理念の浸透と共にミーティングを実施しています。ミーティングでは、技術の質の

向上、利用者の声を聞くケアの実施、笑顔と言葉がけを大切にすること等、共通認識に取り組んでいます。

また、毎月の給与明細袋の中に理念に関連した施設長のメッセージを同封し、理念の具現化に向けた意識

付けを図っています。実践面では、介護職員はケアプラン（順番制で作成）から看取りに至るまで常に、

「いのち」に注力してケアを進めています。 
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評価分類１－２ 利用者のニーズを正しく把握した個別援助計画の作成 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●アセスメントでは、パソコン内の専用アセスメントシートを活用し、利用者一人ひとりの身体状況・生

活状況を把握し、記録の上、必要な関係者で会議を開催してアセスメントを実施しています。介護記録で

は、コンピューターシステムに介護支援ソフトを導入し、統一管理体制を整えています。毎月のモニタリ

ング結果はアセスメントシートに集約し、短期（6 か月）、長期（1 年）の時点でカンファレンスを行い、

ケアプランに加味しています。 

●ケアプランの作成・見直しの場合は、意見を参考にできるよう利用者本人（又は代弁者）に参加を要請

していますが、参加が難しいケースも多々あります。個別支援計画の見直しについては、利用者及びご家

族等の同意を得、定期的に 3 か月に 1 回、利用者の状況について手紙でお知らせし、相談員からも同じス

パンで連絡するようにしています。アセスメント結果での利用者個々の「課題」については、ご家族にメ

ール等でお伝えし、記録を残すようにしています。 

●ケアプランは介護ソフトの中で共有し、課題解決のための長期目標（1 年）と短期目標（6 か月）を決め、

日々の生活の観察、利用者の ADL・ニーズを把握し、アセスメント及び見直しを実施しています。カンフ

ァレンスの内容も介護ソフト内に記録して情報共有を図り、重要事項は口頭、資料等で重ねて周知し、確

認しています。職員間の伝達手段については、ケア記録、意見ノート、介護支援ソフトを活用して情報共

有を図り、パソコン内のケア記録、データー等はアイパッドでいつでも閲覧できるようにしています。非

常勤職員に対しては、基本的に意見ノートに提示して共有を図っています。 

●外部の医師（精神科も含む）、回想法の講師、音楽療法士、そして、排泄委員会に協力を仰いでいる事業

者等から相談、助言を受け、日々のケアに反映させています。特に、排泄委員会の事業者には加算おむつ

に関する新しい情報を得、職員の研修を依頼する等、今後も事業者の活用を継続して考えています。 
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評価分類１－３ 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 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●入居者の状況に応じた取り組みでは、個別のケアプランを基に利用者個々のペースに合わせた柔軟なサ

ービスを心がけ、具体的ケアの実施状況に関しては、各担当がモニタリングを実施し、毎月、ケアプラン

に対する評価を行い、ケアマネジャーが評価の確認を行い、適切なサービス提供に努めています。変化等

についてはケース記録に記録し、カンファレンスには利用者（利用者本人の合意を得ることが困難な場合

は家族や後見人等の代弁者）の参加を要請していますが、利用者本人の意思表明が難しい場合や、ご家族

から意向の意見を得られない場合については、介護職員が配慮して代弁するケースもあります。 

 

評価分類１－４ 快適な施設空間の確保 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

●施設内の清潔については、共有スペース、個人のスペースとも専門の「ハウスキーピング部門」を設け、

清潔を確保しています。共有空間、各居室は採光を取り入れ、明るい空間作りが成され、換気については、

温・湿度変化との関係を考慮しながら換気扇と自然換気を併用して行い、適切に快適さを確保しています。 

●建物は特別養護老人ホーム シャローム横浜と、ケアハウスシャローム桜山の合築構造であり、立地が

丘陵地帯にあるためシャローム桜山の玄関が 1 階、シャローム横浜の玄関が２階という構造になっていま

す。全館バリアフリー構造であり、シャローム桜山は 1 階～3 階、シャローム横浜は 2 階～4 階を使用し、

シャローム横浜の 4 階の前は屋上ロビーとなっています。シャローム横浜の 2 階は管理棟、入居スペース

は 3 階、4 階とし、部屋数は個室 44 室（44 名）、2 人部屋 6 室（12 名）、4 人部屋 16 室（64 名）で、ト

ータル 120 名が利用できる居室を保有し、平成 31 年 4 月より特別養護老人ホーム 110 名、ショートステ

イ 10 名定員となっています。4 人部屋は一部個室化（仕切りの設置）を進め、個室化していない 4 人部屋

はカーテンでプライバシーを確保しています。面会のスペースは、各フロアのレストランや、2 階のエン

トランスロビーを活用し、必要に応じて応接室等が利用できます。 

●感染症および食中毒の予防、蔓延の防止に関する衛生管理マニュアル、感染症マニュアルを整備し、定

期的に見直しを行っています。また、感染症対策委員会（定期及び蔓延時に開催）、安全衛生委員会（職員

向けの対応委員会）を設け、感染症等に関する対応を行っています。平成30年度には風邪の蔓延が著しく、

感染症対策委員会を開催し、やむを得ず面会制限を実施してマスクの常用等を決め、利用者の安全、「いの

ち」を第一に対策を講じました。現在も継続してマスクの着用を行っています。職員は年2回、衛生管理、

感染症対策について全体研修で理解を深め、各現場においても自主的に研修を実施して研鑽を図っていま

す。 
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●事故防止対策については、事故防止マニュアル、危機管理マニュアル等を整備し、事故防止委員会（相

談員、介護職員、看護師等）を設け、毎月第 3 水曜日に委員会を開催し、事故報告書、ヒヤリハット報告

書等を基に事故等の集計を行い、再発防止に努めています。リスクマネージャーは相談企画課が担当し、

事故発生時は早急に事故防止委員会を開催し、速やかに対策の検討を図り、実施しています。また、定期

的にマニュアル、チェックリストにより、施設内・設備等の安全性やサービス内容のチェックを行い、事

故防止、安全の確保に努めています。 

●災害等については、地域住民と連係を図り、上川井自治会と防災協定を交わしています。防災委員会を

設け、前期、後期の年 2 回以上避難訓練を実施し、年 1 回、消防署の協力を仰いで災害訓練を実施してい

ます。災害時の備蓄では、入居者等に必要な食糧・物資等を確保し、消費期限の確認および入れ替え等の

管理を行っています。また、集約された連絡先に速やかに連絡できる緊急体制も整えています。相談企画

課ではボランティア担当（相談員）を設置し、ボランティアと連携を密に図り、元利用者のご家族や、ケ

アハウスの方もボランティアに参加してもらっています。 

 

評価分類１－５ 苦情解決体制 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●苦情解決の体制では、シャローム横浜の重要事項説明書の中に苦情受付の項目を明示し、第三者委員２

名の名前と電話番号を記載し、直接苦情を申し立てられることを知らせています。また、その他連絡先と

して、国民健康保険連合会苦情受付窓口、横浜市高齢施設課施設運営係、旭区高齢・障害支援課高齢者支

援担当も併せて紹介しています。シャローム横浜の苦情解決責任者は施設長とし、苦情窓口（相談企画課）

も示しています。ご意見箱は、面会簿 BOX と同じ箱とし、「面会簿」にも意見を記入できる箇所を設け、

意見・苦情を聞く環境を整え、施設の改善に努めています。また、ご家族の来訪時には会話を通して要望

等を聞くよう心がけています。 

●苦情、要望については、基本的に苦情等を受けた職員が一貫して担当として努め、対応に関して文書化

し、会議で対応策を検討し、議事録のコピーは各現場に配付して確認印を取り、職員間で情報共有を図り、

今後の解決に生かしています。要望や苦情の内容と解決策については、第三者委員に報告しています。ま

た、解決が困難な場合を想定し、行政や権利擁護機関、弁護士等との連携体制を整備しています。過去の

苦情・トラブルや要望のデーターは蓄積し、ケアサービス委員会で施設全体の改善に役立てています。 
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評価分類１－６ 特に配慮が必要な利用者への取り組み（医療対応含む） 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●利用者への介護方法について、シャローム横浜では、特に配慮が必要な利用者の内容により居住階を分

けて対応しています。3 階は「特別介護棟」として認知症の症状が強い利用者のケアに対応し、4 階は軽度

な認知症で医療依存度の高い利用者に集中した「虚弱・一般棟」であり、各階でケアが異なることにより

職員が有効に対応できるようにしています。情報共有に関しては介護ソフトによるデーターの共有化を進

め、効率化を図っています。特に、医療依存度の高い利用者に対しては、同じフロアで手厚く対処できる

点は職員も自信を持ってケアに当たっています。現在、EPA（経済連携協定）介護福祉士候補をインドネ

シアから 3 年継続して研修生として積極的に受け入れており、研修生は知的レベルも高く、言語も含めて

問題は無いと考え、他国の真面目さや人間性が現職員への良い刺激にもなっています。 

●医療依存度の高い利用者に関して施設では可能な限り受け入れていますが、中でも夜間の処置が必要な

気管切開、インシュリン注射等を必要とする方については現状、看護師の夜間勤務が不在であり、基本的

には病院併設、看護師の夜間勤務している施設を薦めています。その他の医療依存度の高い利用者の受け

入れは行い、喀痰吸引、胃瘻対応等の医療行為について介護職員が対応できるよう研修を受け、接合や最

終的な確認は必ず看護師が行い、安全の確保を心がけています。記録は介護ソフトに入力し、医療記録は

看護記録として看護師が記入し、介護記録はケア記録として介護士が記入して情報の共有を図っています。 

 

 

評価領域Ⅱ サービスの実施内容 

 

評価分類Ⅱ－１ 入退所時の対応 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●入退所検討委員会については、高齢化、介護度の高い利用者の入所が多い状況の中、利用者の入退所も

早い傾向が見られ、委員会の開催も月に数回ということも多く、施設外の第三者が参加しての開催につい

ては併設のケアハウスシャローム桜山の所長に協力を仰いで実施しています。委員会の内容は記録を残し、

公正に進めています。入退所検討委員会の内容の開示については、所定の手続きを経て公開することを可

能としています。 

 



10 

 

 

●入退所の希望日時については、介護者の都合に合わせる意向は持ちつつ原則として施設の業務時間内と

し、土、日、祭日については事務処理等を考慮し、避けていただけるよう促しています。特に、薬を常用

する方が多いことを考慮し、必要な薬の打ち合わせを介護者と行うことの大切さを伝えています。ショー

トステイの場合は、月曜～金曜日で受け入れています。必要に応じて、月～金の場合では施設の車で病院

まで迎えに行くこともあります。 

 

評価分類Ⅱ－２ 利用者本位のサービス提供 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

【食事】 

●食事の工夫については、行事食、季節の旬の食材等を提供して食事を楽しめるよう工夫しています。工

夫例では、選択食、屋台、アイス・バイキングや、中庭に設置されたピザ窯でピザを焼いたり、竈を活用

してバーベキューの催しや、正月、敬老の日の行事食等、バラエティ豊かに提供しています。中庭での竈

料理の日はご家族にお知らせをして一緒に楽しんでもらっています。また、焼き芋の日を設け、芋を蒸し

た後にホイルで包み焼きをして食べやすく提供し、安納芋も取り入れ、利用者の方々に喜ばれています。

併設のケアハウスシャローム桜山での「こもれび喫茶」には利用者の約 40％が参加して楽しんでいます。

総合栄養剤エンシュアの摂取や水分摂取されている方にはカップを工夫し、特別食において食があまり進

まない時には麺類を提供する等、個別対応するよう配慮しています。食器は、保温・保冷ワゴンを使用す

る関係上、統一してメラミンの食器を採用しています。 

●テーブル、椅子などについては基本的に統一サイズですが、利用者の心身状況、体長に合わせて安定し

た座位がとれるよう、カンファレンスで改善及び見直しに努めています。必要に応じて、個人のテーブル

を作ることもあります。食事では、食事介助を必要とする利用者が 3 階で４～５人、4 階で 7～8 人あり、

職員 1 名で 4～5 人の食事介助を行い、その際、テーブルの高さは車いすに合わせて配慮されています。テ

ーブルの場所は概ね決まっており、細かい点の注意事項は「意見ノート」に記載して職員間で共通理解を

して食事介助に当たっています。嚥下困難者、朝起きられない方も増え、喫食制限時間（食品提供可能な

時間）をオーバーするケース等があることを踏まえ、利用者の方々が食事を楽しみとなるよう、好きな鰻

を提供したり、ビールをゼリー状にして提供する等、利用者の喜び、食欲の増進に工夫して取り組んでい

ます。 

 

【入浴】 

●3 階には機械浴 2 台、一般浴 1 台、4 階には機械浴２台を設置しています。入浴は、週 2 回を基本とし、

皮膚疾患のある方の場合にはシャワー浴、清拭対応を行い、利用者の状況によっては 1 人で入浴できる方

は見守りを行っています。塗り薬の塗布については看護師の指導の下、介護職員が実施しています。 
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●入浴介助時のプライバシー保護、利用者の自尊心の配慮では、脱衣の際はドアやカーテンを閉めて浴室

内の脱衣所で行い、プライバシーに配慮しています。同性介助の希望者には出来るだけ対応に努めていま

す。 

 

【排泄】 

●排泄については、排泄の改善、自立につなげられるよう排泄委員会を設置して取り組み、時間間隔のデ

ーターに沿い、排泄リズムを把握し、利用者一人ひとりのインターバル（間隔）で様子を聞きながら可能

な限りトイレ誘導をするよう自立に向けた支援に努めています。日中はおむつ無しの方でも、夜は 7 割以

上がおむつを使用し、居室でのポータブルトイレの使用も希望に沿って設置し、使用時はプライバシーに

配慮するようにしています。さらに、加算につなげられる計画作りも検討しています。 

●排泄時のプライバシー保護、利用者の自尊心の配慮では、トイレは共同、個室を完備し、必ずカーテン

を閉めて対応しています。個室、4 人部屋については各ベッドの周りにカーテンを設置してプライバシー

を確保できるようにし、おむつ交換時、清拭等には必ずカーテンを閉めて行っています。同性による排泄

については、要望があれば対応をしています。 

 

【その他】 

●ターミナルケア（看取り）は規定を明示し、終末期には利用者本人および家族とターミナルケアについ

て話し合い、意向確認と十分に説明の上、家族の同意書をもらい、医師の判断の上、対応しています。看

取り対象者の方については、看取り計画を策定し、計画に沿って看取りを行っています。また、職員への

精神的ケアにも配慮し、研修等も実施して理解を深めています。シャローム横浜はキリスト教系の社会福祉

法人の経営であり、スモールチャペルも施設内に設備し、此処からお送りするケースも多々あります。 

 

評価分類Ⅱ－３ 余暇・生活内容の自由な選択 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●余暇や生活の取り組みでは、利用者の希望を聞き取り、身体状況に応じた作業等を提供しています。現

在は ADL の低下が著しく、洗濯物たたみの手伝いや、クラブ活動では書道、生け花を実施し、参加者は５

～６名程度となっていますが、行事の企画では園芸等を組み入れたり、外出では行きたい場所へ実現でき

るよう支援に努め、外食についても個々の好みの食べたいものを考えて一緒にお寿司を食べに行く等、利

用者の方々が楽しめるよう工夫しています。また、法人が運営している横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ

に出かけ、喫茶でお茶をして楽しんだり、併設のケアハウスシャローム桜山での移動商店に出かけたりし

ています。「シャロームデイ」では、ボランティアや地域の方々と共に利用者、職員も参加できる機会とし

て一緒に楽しんでいます。 
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●居室では、テレビの設置は自由（但し、イヤホン使用）とし、個人の希望による新聞、雑誌の個人購読

が自由に選択でき、希望があれば定期購読も可能にしています。また、施設内の理美容室の利用や、有料

で髪染めもできるようサービスを提供しています。 

●個人の預り金については、身寄りのない方や管理不能の方のみ預かり、3 か月分の領収書をまとめてご

家族へ請求する規定とし、金額が大きいものはご家族と相談の上、対応しています。出納状況は、3 か月

に１回、書面で報告しています。 

 

評価分類Ⅱ－４ 機能回復・寝たきり防止等への支援 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●リハビリについては、機能訓練指導員2名を配置し、1名は柔道整復士を常勤で配置し、もう1名はワーカ

ーと兼務で在籍しています。今年度から定期的なカンファレンスは、ケアプランの検討と併せてリハビリ

計画、栄養マネージメントを含めて実施することとし、機能訓練指導員、管理栄養士も参加して成果、評

価を反映できるようにしています。理学療法士（ＰＴ）には対応困難事例の指導を受け、ケアプランの組

み込みへのサポートをお願いしています。 

●日常のリハビリ計画は、日常生活の中での課題や方法（生活リハビリ含む）を個別のケアプランに明示

し、日々のレクリエーションの中に日常生活動作能力向上のためにラジオ体操や、機能訓練士と音楽療法

士で連携してボール体操等を取り入れています。生活リハビリではトイレに座る動作等も含め、個々に応

じて介護職員が１つ１つの動作を繰り返し支援しています。 

●寝たきり防止では、困難な利用者以外の方は生活リズムを作り、日中は着替え、食事はベッドから離れ

て食堂で食事（利用者 95％）するようにしています。離床時間の有意義な活用として行事を企画する等、

離床の促進を進め、中庭に出て外気浴をしたり、午後のおやつの時間にレクを企画して職員と一緒に行った

り、個別に外出レクも行っています。 

●福祉用具の利用に当たっては、車椅子、自立に向けた様々な歩行補助具（歩行器、クッション等）を複数

種類用意し、車椅子は利用者に状況に沿って普通型3種、リクライニング式、チルトリクライニング式等を

各種用意しています。杖については個人別に合った杖を個人で購入してもらい、電動車椅子は安全に配慮

して導入は行っていません。利用の際は本人、ご家族に使い方を説明しています。 
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評価分類Ⅱ－5 健康管理 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●健康管理では、個人別に必要な頻度でバイタルチェックを実施し、体重は毎月測定して記録に残してい

ます。前日の記録を確認し、正常値に対して異を感じた場合には再計測するようにしています。特に、1

回目のバイタルに対して落ち幅が大きい方は注意し、情報を共有して対応しています。シャローム横浜で

は介護ソフトの導入により、個人記録の共有化が実現し、データーに基づいた介護が推進されています。

毎月、内科医、精神科医の往診を受け、適切な健康管理に努めています。 

●投薬管理については、施設全体の服薬介助のルールを設定し、医師の処方に従って薬局で分包し、分包

表面に個人名等を記して（印刷シール）2週間分納品しています。看護師は2週間分を個人別に区分けし、

当日投薬する分を個人別に看護師が再分類し、食前後に介護職員と一緒に誤薬が起きないよう万全の体制

で取り組んでいます。薬局と連携し、機械的な工夫等を常に相談して服薬管理に努めています。 

 

評価分類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り組み等） 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●個人情報に係る重要書類は施錠できる場所に保管するようにし、個人情報等を事例検討や研修に使用する

際は、不必要な情報は削除する等、配慮しています。職員および実習生に対して、個別に誓約書を交わし、

情報漏洩に十分注意しています。 

●身体拘束に関しては、「身体拘束なき介護委員会」を設置して身体拘束の廃止に取り組んでいます。入居

者と家族に対しては、入所時契約の際に身体拘束に関する施設としての方向性を積極的に説明し、理解を

促しています。 

3階では身体は元気でも認知症の症状の強い方のフロアとして介護にあたっていますが、利用者が外に出ら

れるケースが発生し、施錠の問題が最大のテーマとして課題に取り組んでいます。現状、職員が居る間は

開錠するようにして見守り、課題については継続して検討していきます。 

●守るべき規範・倫理等については、就業規則等で明文化しています。シャローム横浜は、キリスト教精

神に基づく「いのちを敬い いのちを愛し いのちに仕える」の精神と、宗教の倫理性に基づく利用者本

位が方針であり、高齢者虐待防止に関する標準書を絡めて都度、職員に啓蒙しています。年1回、職員教育

委員会を中心に人権に関する研修を実施し、人権擁護に係る研修としては接遇の研修を行い、研鑽を図って

います。 
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●成年後見制度に関して、家族の高齢化に伴う問題や身寄りがない方の問題等の顕在化を踏まえ、行政か

らの問い合わせを含め、区の保健センターと相談しながら進めています。家族が必要に応じて制度を利用

できるよう、成年後見人に関する掲示を行い、外部関係機関と連携を図り適宜、相談企画課で相談に応じ、

必要に応じて紹介を行っています。 

 

評価分類Ⅱ－7 利用者家族との交流・連携 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●利用者家族との交流では、シャローム横浜では「家族会」を設け、役員会等を開催して交流を行う他、

現利用者家族の参加は希薄傾向ですが、元利用者のご家族の根強い参加をいただきながら行事や「シャロ

ームデイ」、バザー等に定期的に顔合わせを行い、交流を図っています。バザーの品物は若葉台の特別支援

学校等へ寄付を行う等、支援するようにしています。また、個別面談は必要に応じて（例えば ADL 低下時

等）随時、行っています。今後さらに、現ご家族が定期的に顔合わせをする場の方向性を検討していく予

定でいます。 

●シャローム横浜の広報紙「あったかいがいいね」を年 1 回程度発行し、年賀状は毎年家族宛に送り、お

便りも 2 か月に 1 回提供する等、施設の情報を届けています。面会に来られないご家族については、電話

等で連絡を取り、状況に応じて職員が自宅を訪問する場合もあり、連携が図れるよう体制を整えています。 

 

評価領域Ⅲ 地域支援機能 

 

評価分類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 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●施設に対する要望の収集活動として、地域のボランティアから情報・要望等を収集し、地域の老人会に

副施設長が 2 か月に１回程度出席して勉強会の講師を引き受ける等、地域のニーズ等を収集しています。

また、上川井自治会の行事（防災訓練等）に参加して地域の情報を収集しています。電話での相談や、施

設見学の方を通してもニーズを把握し、運営に生かしています。横浜市の高齢者施設の部会に参加して連

携を図る他、平成 27 年から近隣施設生活相談員交流会（参加 13 施設）を立ち上げ、情報交換を行う等、

連携を図っています。 
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●地域に向けた相談事業では、来訪や電話で受け付け、横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ（法人運営）の

地域包括支援センターでも特別養護老人ホームと併せて相談を受け付けています。シャローム横浜では、

在宅サービス事業として通所、短期入所のサービスを併設し、地域生活の支援を行っています。地域の方

に向けて、老人会で講師となり衛生・保健福祉に関する勉強会を開催し、また、老人食作りに関してや、

子どもに対して老人体験等のテーマで講習を行っています。 

●必要な関係機関・地域団体等はパソコン内にリスト化し、連携の担当は生活相談課とし、連携方法につ

いてはハートページ（介護サービス事業者ガイドブック）をマニュアルにして活用を図り、今後、施設・

個人別にマニュアルを作成して行くよう進めています。 

 

評価領域Ⅳ 開かれた運営 

 

評価分類Ⅳ－１ 施設の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●施設の主な行事の「シャロームデー」、「偲ぶ会」（元入所していた方のご家族によるＯＢ会）、納涼祭等

の大きなイベントに地域の方々も招いて交流を深めています。また、近隣の小学校と連携を図り、入学式

や運動会に参列し、法人系列のシャローム三育保育園の子どもたちが施設に遊びに来てピザを一緒に食べ

る等、世代間交流を行っています。 

●地域のボランティアは中庭の整備等に来訪してもらい、「シャロームデー」を設けて協力体制を深めてい

ます。また、定期に若葉台のジュニアボランティア（小・中学生）が活動の一環で来訪し、車椅子の清掃

をしてくれています。若葉台自治会のイベント孫子老（まごころう）からも孫（小・中学生）と子（その

保護者）がボランティアに来てくれています。地域への備品の貸し出しでは、デイにあるカラオケの機材

を貸し出しています。5年前にノルデックウォーキング同好会の方が休憩で施設に立ち寄った際に、中庭の

窯で焼いていたビザをもてなし、以来毎年、施設に立ち寄られる等、良い交流が生まれています。 

●地域の文化施設等の利用では、里山ガーデン、ズーラシア、図書館、近所の商店、外食等を外出プログ

ラムで企画・計画をして活用しています。ご家族との外食では有償（ガソリン代程度）で要望に応じて車

で送迎する配慮もしています。地域の情報は収集していますが、利用者個々の症状、背景を考慮して積極

的に情報提供することは控え、配慮するようにしています。 
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評価分類Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●施設の情報提供は、パンフレット・機関誌・ホームページ、Twitter に掲載し、施設のサービス内容につ

いて情報提供しています。旭区役所のホームページ、よこはま福祉ナビにも情報を提供しています。施設

のパンフレットは近隣のケアプラザに設置し、機関誌は関係機関に定期で郵送して情報提供しています。

また、マスメディアや情報媒体から取材があれば情報を提供しています。施設のホームページでは施設情

報、新着情報、サービス内容等の情報をわかりやすく提供し、法人のホームページも閲覧ができ、法人概

要、理念・モットーを掲載して情報提供しています。 

●施設の基本方針や利用条件、サービス内容等については重要事項説明書に記載し、相談課を窓口として

常時、問い合わせに対応し、利用希望者には見学できることを伝え、見学時はパンフレットを配付して施

設内を案内し、施設の情報を詳細に提供しています。また、見学の曜日や時間は、出来得る範囲で見学者

の都合に合わせて対応していますが、事務関係上、土日以外で促すようにしています。 

 

評価分類Ⅳ－３ 福祉に関する普及・啓発・ボランティア活動等の促進 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●ボランティア受け入れについては、受け入れのためのマニュアルを整備し、マニュアルに沿って事前に

説明を行い、「ボランティア宣言書」で守秘義務の誓約を交わし、受け入れています。終了後は意見等を

聞き、次回の参考にしています。さらに、ボランティア保険の登録上、登録を促し、現在 100 名以上の登

録者がいます。 

●実習生の受け入れに際し、受け入れ担当を決め、マニュアルに沿ってオリエンテーションを事前に行い、

実習の心得等を伝えています。実習では、実習依頼校の意向に沿って実習プログラム作成し、実習目的に

応じた効果的な実習となるよう実施し、最終日には反省会を行い、実習生の意見等は施設運営に反映させ

るようにしています。 
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評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

 

評価分類Ⅴ－１ 職員の人材育成 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●人材育成計画は中・長期計画に基づき、職員配置基準に沿って必要な人材の補充を想定し、紹介に重点

を置いて採用を進めています。職員の教育に関しては事業計画に組み込み、職員教育委員会を設け、ケア

サービス委員会を中心にキャリアパスの計画を立案し、研修計画の策定を基に実施しています。研修受講

後は各部で伝達研修を行い、職員間で知識・援助技術等の共有を図り、具現化できるよう研鑽しています。

「チャレンジ 2020」の取り組みでは、成功実例を目指して目標達成につなげています。例えば、嚥下困難

について、解消することにより入院を減らすことにつながり、結果的に入所率の数値目標を達成できると

考え進める等、実践に取り組んでいます。意識の高い職員に対しては、資格取得を奨励し、褒賞も用意し

ています。 

●内部研修や外部の研修会については、正規職員、非常勤職員ともに必要な職員が受講できる仕組みを整

えています。非常勤職員については時間的な制約等により参加率の課題がありますが、各フロアにおいて

時間内でミニ研修を実施する等、工夫をして非常勤職員の資質向上に取り組んでいます。研修受講後は報

告書を提出し、伝達研修を行い、報告書は回覧して知識を共有しています。職員教育委員会は研修結果を

評価し、職員の要望等を加味して研修内容を見直し、計画の策定に生かしています。 

●業務にあたっては、正規職員と非常勤職員の組み合わせで業務及び運営を円滑につなげ、コミュニケー

ションを図り、体制を整えています。また、根拠付けのあるマニュアルを用意し、感染症、嘔吐物の処理

法等も対応ができるよう確認できる場所に設置し、共有を図っています。 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●援助技術の評価については、面接を通して年１回以上、年功・職務内容に応じて評価を行っています。

嘱託、夜勤について評価基準を設けて評価を行い、ミッションとして先ず嘱託で採用し、夜間勤務ができ

る段階で正規職員採用としています。援助技術についての研修等はケアサービス委員会で行い、必要に応

じて内部研修以外に、排泄の現状や最新情報を排泄産業の事業者に依頼して研修を実施し、援助技術の向

上に努めています。 

 

評価分類Ⅴ－２ 職員の援助技術の向上・一貫性 

評価 
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●マニュアルは年１回、見直しを行っています。個別の利用者の援助・支援に必要な情報、記録等につい

ては、介護ソフト及びアイパッド（データーの確認）で共有化を進め、各部門の業務分担や責任の所在は

各種会議で明確にし、高いサービスと健全な体制につなげています。運営委員会はシャローム横浜全体に

ついての決定機関であり、その内容は各部の会議で展開しています。 

評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●職員の経験値、能力や習熟度に応じた役割を職務分掌表に明文化し、職務権限表を設け、職務分掌表に

応じて示し、現場の職員に可能な限り権限を委譲して責任を明確化しています。一般職員個々の意見はワ

ーカー会議で話し合い、主任以上の意見はケアサービス会議で話し合い、決定する体制を構築しています。

日々の業務改善の提案は、定期的なワーカー会議、ケアサービス会議で各機会を設けて意見を聞き、業務

向上と改善につなげています。 

●人事考課、定期的に個別に上長と面談を行い、職員の意向、満足度、要望等を把握し、意見交換を行う

等、職員の意欲につなげています。 

 

評価領域Ⅵ 経営管理 

 

評価分類Ⅵ－１ 経営における社会的責任 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●守るべき法・規範・倫理に関しては、就業規則に明文化し、その中にセクハラ、パワハラについても明

示し、職員に周知しています。経営・運営状況等の情報は法人のホームページで公開しています。不適切

な他事例等は、サービス会議で挙げ、周知及び、啓発するようにしています。実務の段階では誤薬が起ら

ないよう確認の方法の改善を常に考えています。 

●横浜市の方針（3R夢）に沿い、ゴミの減量化に努め、ゴミの分別、リサイクルを進めています。ごみ処

理については産業廃棄物として分別し、産業廃棄物処理事業者に廃棄を依頼しています。省エネについて

は、古いエアコンを省エネ・節水タイプのエアコンに入れ替える等、電気消費量の削減の促進を図ってい

ます。緑化では、施設周辺は自然に恵まれ緑も多く、環境維持に努めています。庭先のゴミはボランティ

アの協力で中庭にある炉の燃料として焼却を進めています。環境配慮の考え方としての明文化はありませ

んが、広い意味で聖書等に地球環境に関する配慮が示され、職員は意識して努めています。 
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評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●理念・基本方針は必ず機関誌に記載し、定期的に関係先に配付して理解を促しています。施設内のスモ

ールチャペルで行う朝のミーティングでも理念について取り上げ、職員は理解を深めています。施設長は、

毎月の給与明細袋の中に理念に関連したメッセージ（表題「いちゃりば ちょーで」/意味「一度逢ったら、

皆兄弟」）等を必ず同封し、全職員の意識向上に尽力しています。 

●施設長は副施設長と連携しながら毎日、フロアを巡回して利用者と話をし、声を聞き、利用者に向けて

ホームページに掲載して発信しています。重要な意思決定（変更）については、家族会で説明して意見を

聞き、職員へは職員会議で伝えて意見等を抽出し、異なる職種・部門の職員による委員会を結成して検討

するよう指導力を発揮しています。 

●スーパーバイズのできる主任クラスの育成については、主任、副主任の中間管理職研修で育成に取り組

んでいます。中間管理職研修は 3 年間行い、今年から課長対象の研修も実施しています。教育研修のテキ

ストについては見直しを行い、充足を図るよう OJT ができる体制作りに努めています。また、今年から音

楽療法のプロジェクトに参加し、排泄委員会での責任者も決める等、組織の体制を強化しています。主任

は、職員の業務状況を把握し、的確な助言や指導を行い、職員個々の精神的、肉体的に良好な状態で仕事

に取り組めるようライフバランスに配慮し、職場環境作りに努め、円滑な業務につなげています。認知症、

嚥下困難に関する進め方は副主任主体で行っています。 

 

評価分類Ⅵ－３ 効率的な運営 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●事業運営に影響のある情報の収集・分析は常に行い、相談企画課ではワーカーに対する啓蒙が重要と考

え、分析結果を教育につなげ、意識を高めるよう力を入れて取り組んでいます。重要な情報は、職員会議

等で議論して職員に周知を図り、運営面での重要な改善課題については施設全体で取り組んでいます 

●法人及び系列施設の施設長で中・長期計画（3か年）を策定し、次世代の組織運営に備え、経営やサー

ビスプロセスの新たな仕組みを組織として検討しています。後継者の育成は、中間管理職研修等で育成を

期待しています。外部の機関や専門家等の意見の取り入れでは、公認会計士、医師、弁護士等有識者の意

見の他、排泄委員会の研修において福祉関係メーカー等の最新の技術動向等のアドバイスの機会を多く取

り入れ、より良いサービス、質の向上に努めています。 
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利用者本人調査 

特別養護老人ホーム シャローム横浜 

 

【調査概要】 

本人調査の対象者は、入居者の中から 10 名を施設の判断により選定していただき、ご協力の基、インタビ

ューを行い、調査者 3 名にて実施しました。 

聞き取り調査は面談方式にて、横浜市「利用者本人調査票」を基に、12 項目を 1 問ずつ質問しながら回答

していただきました。（所要時間 1 時間） 

【属性】 

性別  ：男性 2 名、女性 8 名 年代：70 歳代 2 名、80 歳代 5 名、90 歳代 3 名 

入所種別：特別養護老人ホーム入居者 8 名、ショートステイ利用者 2 名 

 

【個別の回答分析】 

 

1．＜入所時の説明について＞ 

 

入所時に施設での生活内容について十分な説明がありましたか？の質問では、説明を聞いて知っていると

いう回答は 90％であり、「いいえ」は 10％でした。説明や入所手配については「家族（子ども）、姪が聞い

ている」、「家族が手続きしている」という回答が主であり、ご本人自身が聞いたという方は 1 名ありまし

た。ショートステイでは、契約については「奥さまが手続きをした」、「ケアマネの紹介で利用している」

等、意見をいただきました。 

 

2．＜ケア計画について＞ 

 

介護計画書（個別ケア計画）についてあなたや家族の希望に合った内容ですか？と質問すると、「家族が聞

いているので私にはわからない」、「姪が聞いている」等、ご家族が聞いているという回答が多く、ご本人

での把握は希薄でしたが、質問での「はい」の回答では 90％、「いいえ」は 10％でした。 

 

2-1. ＜生活リズムについて＞ 

 

シャローム横浜での生活リズムはあなたに合っていますか？という質問では、意見では、「まぁまぁ」、「普

通」、「本入所の人は表情が乏しい」等の意見が上がりましたが、生活のリズムが合っている、については、

「はい」の回答は 100％でした。 
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3. ＜施設の快適さについて＞ 

 

施設では快適に過ごせていますか？の質問に対しては、「はい」が 100％であり、全員の方が快適に過ごせ

ているという回答でした。皆さんからは、「施設はきれい」、「風呂もトイレもシャワーもきれい」、「毎日、

掃除の人が来ている」という意見をいただきました。清潔に整えられた施設環境に満足を覚え、利用者の

方は快適に過ごしています。 

 

4. ＜食事について＞ 

 

食事はおいしいですか？の質問では、ほぼ全員が「満足している」（「はい」が 90％）と回答しています。

意見では、「量は適当」、「急かされることはない」、「なんでも好きだが、特に和食が良い」、「頼むと卵を持

ってきてくれて卵かけご飯にしてくれる」、「特においしいわけでもないが、普通」、「おいしい」（２）、「安

心している、メニューも良い」、「食事の好みは自分の好みばかり言えるわけではない」、「特に好き嫌いは

ないが鶏肉だけはだめ」、「食べるのが早いので、自分のペースで食べている」、「普通においしい」等の他、

「食事がおいしいからシャローム横浜に来た」という意見もありました。利用者の方は食事が楽しみであ

り、この設問では意見が活発に上がりました。 

 

5. ＜入浴について＞ 

 

お風呂の回数や時間には満足していますか？という質問では、週 2 回の入浴が丁度良いという意見が半数

あり、中には、「回数を増やしてほしい」という方や「お風呂が小さくゆったりと入れない」（２）という

意見もありました。また、「車椅子だけれど自分で入り、1 人で洗える」、「下膳中に入浴する」、「自分で着

脱している」、「機械浴で寝たまま入れてもらっている、不満はない」、「手伝ってもらって入っている」、「完

全に 1 人で入る」、「週 2 日で十分」等、それぞれに意見が上がりました。ショートステイ利用の方は、「来

たら必ずお風呂に入る。月に 5 日の時や 3 日の時の 2 回来ている」とお話しくださいました。それぞれお

風呂が楽しみで、快適に入浴をしたいという気持ちがあり、集団生活であることや、満足しているけれど、

生活の中の楽しみとして要望は小さくあるようでした。満足をしている方から、「職員は手伝ってくれて良

くしてくれる。文句を言う人の気が知れない」という意見もあり、一人ひとりへの満足に尽力している職

員の姿が垣間見ることができました。回答は全員 100％「はい」（満足）が得られています。 
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6. ＜排泄について＞ 

 

あなたが希望する時にトイレに連れて行ってもらったり、オムツ交換をしてもらえますか？の質問に対し

て、「トイレは手伝ってもらっている」、「普通に手伝ってもらっている」、「オムツなので介助してもらって

いる」、「昼間は自立、夜は手伝ってもらっている」等、職員が快く対応することにおいて、利用者の満足

度も高い結果となっています。また、自立の方は、自分でトイレに行っているとのことでした。皆さん、

「職員は良くお手伝いしてくれている」という声をいただき、希望に応じたトイレへの誘導やオムツ交換

について、回答では、100％の満足を示しています。 

 

7. ＜余暇・生活内容の自由について＞ 

 

自由時間は外出や趣味の活動など好きなことができていますか？という質問では、「はい」は 70％、「いい

え」30％でした。入浴や食事と同様に、自由時間の楽しみ方は皆さんそれぞれであり、個々の思いの意見

が多く上がりました。意見では、「テレビを見ている」、「レクは特に興味はない」、「ボランティアが来たら

見に行く」、「ボランティアの人は良く来ているようだ」、「楽しみを見つけるようにしている」、「外出はし

ない」、「習字のサークルに入っている」、「入所前は日舞をやっていた、今は卓球をやっている」等の意見

が上がり、また「みんなでカラオケや合唱などやったらいいのにと思う」との提案も上がりました。理美

容のボランティアについては、施設内の理美容室を利用する方や、馴染みの美容院へ行く方、ご家族に散

髪をしてもらう方等、様々でしたが、身なりの清潔さの意識を持って生活されています。 

 

8. ＜健康管理、機能回復について＞ 

 

リハビリや機能回復訓練はあなたにとって十分に行われていますか？との質問に対して、「はい」は 50％、

「いいえ」は 10％、「わからない」は 40％でした。「いいえ」と答えた方は、ショートステイでのリハビリ

について不満と回答されていました。 

 

8-2. ＜体調管理について＞ 

 

体調が悪いと訴えたときにはすぐに職員が対応してくれますか？については、100％「はい」と回答してい

ます。「職員は部屋へ良く来てくれる」、「良く見てくれている」、「コールボタンを押せばすぐに対応してく

れる」、「病院にも連れて行ってくれる」等、感謝と満足の声が上がり、職員に対して安心をゆだねていま

す。ショートステイでは、「在宅の時間は週２～３回デイケアに行っている」とお話くださいました。 

 

9. ＜苦情対応について＞ 

 

施設に対して不満や要望は気軽に言うことができていますか？の質問では、「わからない」、「聞いてくれて

いる」、「聞いてくれる時とたまにそうでない時がある」という意見の下、「はい」は 60％、「いいえ」は 0％、
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「わからない」が 40％でした。 

 

10. ＜プライバシー保護・人権擁護、職員の対応について＞ 

 

他の人に見られたり聞かれたりしたくないことに配慮がなされていますか？の質問では、全員が「配慮さ

れている」との回答で、100％「はい」と答えています。「2 人部屋だが、鍵があり鍵をかけるので、プラ

イバシーは大丈夫」、「プライバシーは守られている」等、安心して過ごせている様子です。 

 

10-2. ＜職員の対応について＞ 

 

職員が優しく丁寧にあなたに接してくれますか？と質問すると、「職員は優しくしてくれている」、「優しい」

と皆さんが 100％「はい」と回答しています。 

 

 

 

 

11. ＜地域に開かれた運営について＞ 

 

地域の方やボランティアの方との交流は、あなたにとって十分に行われていますか？に対する質問では、

設問 7 と一部重複しますが、十分に行われていると回答した方は（「はい」）は 10％であり、「どちらでも

ない」の回答は 90％でした。ボランティアについては、「来たら見に行く」、「床屋が来てくれている」、「ボ

ランティアの床屋ではなく行きつけの床屋が良い」という意見が挙がりました。 

 

12. ＜総合満足度について＞ 

 

特別養護老人ホーム シャローム横浜は、あなたにとって居心地の良いところですか？の質問について、

利用者の方が「ここは家庭的で良い」、「みんなが優しい」と 100％満足を示しています。総体的に施設で

の生活に満足している思いがうかがえました。 

 

【施設への要望】 

「不満、何もない」が 2 名であり、以下、個々に複数の意見が様々に上がりました。 

 

1．特に不満はない、悪くない 

2．職員は話をわかってくれる 

3．食事はおいしく、職員は優しい、今のところ不満はない 

4．家にいた時は週 2 回ヘルパーが来ていた、元気だった 

5. 3 年前まで姉がここにいて、亡くなった。代わりのようにしてここに入ることになった 
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6. 息子が障害者なので財産は姪に譲り、面倒を見てもらっている 

7. お金は主人が管理している 

8. 姉妹が週２～3 回、会いに来てくれるのでうれしい 

9. 外出、外泊している 

10. 職員の介護に差がある 

11. もう少し娯楽がほしい 

12. 家族が話を聴いてくれる 

13. N さんが手紙をくれるので、手紙の返事を書いている 

14. 部屋で手芸をしている 

15. 日曜日に家族が来てくれる 

16. 家族と買い物に行く 

17. 浴槽が小さいのでゆったり浸かれない 

 

【所見】 

利用者の方々は、施設での生活に概ね満足し、それぞれに楽しみを見つけ、何より職員との信頼関係や安

心感を築き、安定して快適に過ごされていることが確認できます。日々の生活での楽しみは食事や入浴、

娯楽につきますが、やはり、ご家族の面会を楽しみにしているのが生きがいにもつながっているようです。

娯楽の１つとして提供されているボランティアに関しては、反応が薄く、あまり満足は見られませんでし

た。ボランティアの活動内容の見直しや、利用者にアンケートを取り興味ある分野等を模索して利用者の

日々の楽しみや趣味等の広がりにつなげられるよう検討を期待いたします。 

 

【本人調査結果】 
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設問 はい いいえ どちらでもな

い 

問 1 入所時の説明について 90 0 10 

問 2 ケア計画について 90 10 0 

問 2-2 生活リズムについて 100 0 0 

問３ 施設の快適さについて 100 0 0 

問 4 食事について 100 0 0 

問５ 入浴について 100 0 0 

問 6 排泄について 100 0 0 

問 7 余暇・生活内容の自由について 70 30 0 

問 8 健康管理、機能回復について 50 10 40 

問８-2 体調管理について 100 0 0 

問 9 苦情対応について 60 0 40 

問 10 プライバシー保護・人権擁護、職員の対応について 100 0 0 

問 10-2 職員の対応について 100 0 0 

問 11 地域に開かれた運営について 10 0 90 

問 12 総合満足度について 100 0 0 
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【特別養護老人ホーム シャローム横浜 利用者アンケートの特徴】 

実施年度 / 評価項目手法 令和１年度 /  横浜市版 

アンケート調査対象 利用者家族 配付世帯数（世帯数 104） 

有効回答数 65 世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 63％ 

  

＊回答があった利用者満足度の内訳（％） 

65%

32%

1%
0%

2%
満足

どちらかといえば

満足

どちらかといえば

不満

不満

無回答

 

 

●利用者アンケートの特徴として、「職員の対応について」の項目が総体的に高く、『満足』の高い項目で

は、「ご本人のプライバシーへの配慮について」であり、『満足』は 75％を得ています。また、70％以上『満

足』を示している項目では、「一人ひとりの利用者の尊重について」（72％）、「ご本人の様子に関する説明

や情報提供について」（71％）、「職員の対応について」（71％）が挙げられます。『満足』と『どちらかとい

えば満足』を合わせて（以下、「ほぼ満足」という）を見ると、『満足』でも高い％を示していた「ご本人

のプライバシーへの配慮について」が、「ほぼ満足」は 97％を示しています。さらに、「ご本人の体調への

日常的な配慮について」が、「ほぼ満足」は 96％であり、「施設に関する情報の得やすさについて」、「個別

ケア計画の説明について」、「一人ひとりの利用者の尊重について」の 3 項目は、「ほぼ満足」では 95％を

得ています。その他の項目に関しても「ほぼ満足」に関しては高い値を示しています。 

 

●アンケートの自由記述からは、「職員の方々が、いつも丁寧に対応してくれて安心して預けられる」、「『あ

ったかい！がいいネ』の教訓通り、真剣に取り組んでくれている」、「ご多忙中にも関わらず、ドライブを

時折していただき感謝しています」、「温かな手厚い介護に感謝感激しています」、「掃除をいつも綺麗に良

くやっていただいている」、「いつも気持ちの良い対応で良く面倒を見ていただいている」等、多くの喜び

と感謝の声が挙がっています。 

 

要介護度 1 要介護度 2 要介護度 3 要介護度 4 要介護度 5 無回答 

2 世帯 5 世帯 14 世帯 18 世帯 20 世帯 6 世帯 
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●『不満』および、『満足』が比較的低い項目では、中でも「トイレやおむつの介助の対応」、「リハビリや

機能回復の為の取り組み」、「本人が病気やけが等の時の対応」、「施設の快適さ」、「ご本人の様子に関する

説明や情報提供」、「職員の対応」、「職員のサービス提供方法の統一性」についての 8 項目が、『不満』とし

て 2％を示しています。『満足』の低い項目では、「自由時間の活動」についてが、挙げられます。 

 

●アンケートの主な意見では、「厚労省の『高齢者の医薬品適正使用の指針』については無関心と思われる」、

「服の管理、洗濯物の流れがもう少し改善されればと思う」、「面会時間を午後 8 時までを 30 分以上延長し

てほしい」、「入浴の日数を増やしてほしい」等の意見が挙がっています。利用者家族からの意見・要望等

について「気付き」として生かし、改善できる点は検討を図り、できない点は理解を促し、要望等に至る

背景についても考える機会を設ける等、取り組みを期待致しております。 

 

●施設の基本理念や基本方針については、よく知っているが 26％、まぁ知っている 54％、どちらともいえ

ない 11％、あまり知らない 6％、まったく知らない 3％という結果になっています。しかし、それらの賛

同については、共感できる 60％、まぁ共感できる 20％、無回答 20％にて、80％が「ほぼ賛同している」

と回答しています。利用者本人調査、ご家族からもサービス提供における満足度は高く、さらに理念、方

針をより周知・理解を促す工夫があると良いと思われます。 

 

●総合的に、『満足』は 65％の支持を頂き、『どちらかといえば満足』は 32％、『どちらかといえば不満』1％、

『不満』0％、無回答 2％にて、サービスの提供については 97％が「ほぼ満足」していると捉えることがで

きます。 
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利用者調査項目（アンケート） 

 

特別養護老人ホーム シャローム横浜 

 

 

【施設の基本理念や基本方針について】               

問１ 

利用者調査項目 よく知って

いる 

まあ知っ

ている 

どちらとも

いえない 

あまり 

知らない 

まったく 

知らない 

無回答 

1 あなたは、施設の基本理念や基本方針をご存じで

すか。 

26% 54% 11% 6% 3% 0% 

17人 35人 7人 4人 2人 0人 

 

 

賛同でき

る 

まあ賛同

できる 

どちらとも 

いえない 

あまり賛同

できない 

賛同でき

ない 

無回答 

2 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。 

60% 20% 0% 0% 0% 20% 

39人 13人 0人 0人 0人 13人 

 

 

 

【施設のサービス内容について】 

問２ 入所した時の状況について  
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

3 施設に関する情報の得やすさについては 63％ 32％ 0％ 0％ 3％ 2％ 

41人 21人 0人 0人 2人 1人 

《その他意見》 

 

・どちらともいえない。 

・過去に催し物が合った際には生の声で聞く事が出来たが現在

は書面が多くわかりにくいし、、見逃す事もある。 

4 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 

58％ 34％ 2％ 0％ 0％ 6％ 

38人 22人 1人 0人 0人 4人 

《その他意見》 

 

・理解しづらい面が時々ある。 

・一応説明はありますが同じ内容ばかりが何年も続いていて更

新しない。真剣に取り組んでいるのか疑問です。 
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 問３ ご本人へのサービス提供に関する計画

（個別ケア計画）について 

      

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

5 個別ケア計画の説明については 63％ 32％ 0％ 0％ 2％ 3％ 

41人 21人 0人 0人 1人 2人 

《その他意見》 

 

・説明はないが計画票をもとにして実行してくれているようです。 

・書面での通知をいただきますが同じ内容ばかりで現状がどうな

のか知る事が出来ない。 

6 個別ケア計画へのご本人やご家族の意向・反映に

ついては 

52％ 42％ 2％ 0％ 2％ 3％ 

34人 27人 1人 0人 1人 2人 

《その他意見》 

 

・記入しても実施していただけず、すぐ削除されるので書かない。

恐らく反映されないのではないだろうか。 

 

 

 

      

  問 4 日常のサービス内容について       

            

 
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

7 食事については（内容や介助の対応など総合的

に） 

54％ 40％ 2％ 0％ 2％ 3％ 

35人 26人 1人 0人 1人 2人 

《その他意見》 

 

・入居中の対応は不明です。 

8 入浴について（頻度や介助の対応など総合的

に） 

51% 32% 3％ 0％ 11％ 3％ 

33人 21人 2人 0人 7人 2人 

《その他意見》 

 

・入居中の対応は不明です。 

・入浴している所を見学していないので何とも言えない。（2） 

・体調に合わせてやっていただいています。 

・回数は少ないと思う。実際にみていないので何とも言えない。 

・よく知りません。（2） 
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9 トイレやおむつの介助の対応には 52％ 35％ 2％ 2％ 5％ 5％ 

34人 23人 1人 1人 3人 3人 

《その他意見》 

 

・入居中の対応は不明です。 

・よくわかりません。 

 

10 自由時間の活動については（ご本人の希望に添っ

た活動など） 

48％ 45％  2％ 0％ 3％ 3％ 

31人 29人 1人 0人 2人 2人 

《その他意見》 ・入居中の対応は不明です。 

・書面での連絡では本人は大変喜んでいるとあるが、お粥、極

小食の本人が外食に連れて行ってもらい何を食べるのだろう

か？疑問です。 

 

11 預かり金の管理方法や 

出納状況の説明については 

51％ 12％ 2％ 0％ 28％ 8％ 

33人 8人 1人 0人 18人 5人 

《その他意見》 

 

・入居中の対応は不明です。 

・出納状況等、もう少し説明がほしい。 

・お金を預けていません。（16） 

・未利用。 

・お願いした事がないのでわかりません。 

 

12  リハビリや機能回復のための取組みについては 49％ 32％ 5％ 2％ 11％ 2％ 

32人 21人 3人 1人 7人 1人 

《その他意見》 

 

・入居中の対応は不明です。 

・取組みはしてくれているようだが、回復程度がわかりません。 

・わかりません。（2） 

・特養はそういった所ではないので。 

・手の硬直が気になる。 

・日数が浅い為、まだわからない。 

 

 

 

 

13 じょくそう予防や寝たきり防止のための取組みについ

ては 

57% 34％ 2％ 0％ 3％ 5％ 

37人 22人 1人 0人 2人 3人 

《その他意見》 

 

・入居中の対応は不明です。 

・まだ寝たきりになっていないのでわかりません。 

・毎日何をしているかよくわからない。（2） 
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14  ご本人の体調への日常的な配慮については 62％ 34％ 2％ 0％ 2％ 2％ 

40人 22人 1人 0人 1人 1人 

《その他意見》 

 

・入居中の為、対応については不明。 

・毎日何をしているのかよくわからない。 

15 ご本人が病気や怪我などの時の対応については 66％ 26％ 3％ 2％ 0％ 3％ 

43人 17人 2人 1人 0人 2人 

《その他意見》 

 

・入所前の病院と連携がある。 

 

 

 

問 5 施設空間の快適さについて  

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

16 施設の快適さについては（清潔さ、適切な温度や

明るさなど） 

63％ 31％ 0％ 2％ 2％ 3％ 

41人 20人 0人 1人 1人 2人 

《その他意見》 

 

・トイレの臭いが気になります。 

17 施設の構造や設備の安全性については 60％ 34％ 2％ 0％ 2％ 3％ 

39人 22人 1人 0人 1人 2人 

《その他意見》 

 

・よくわからない。 

 

 

 

   問６ 施設と家族との連携・交流について       

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

18 ご本人の様子に関する説明や情報提供については 71％ 22％ 3％ 2％ 0％ 3％ 

46人 14人 2人 1人 0人 2人 

《その他意見》 

 

・不安になる時がある。 

19 施設行事などの開催日や時間帯への配慮につい

ては 

67％ 30％ 2％ 0％ 3％ 5％ 

39人 19人 1人 0人 2人 3人 

《その他意見》 

 

・まだ入居したばかりで参加していない。 
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問 7 職員の対応について 

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

20 ご本人のプライバシーへの配慮については 75％ 22％ 0％ 0％ 2％ 2％ 

49人 14人 0人 0人 1人 1人 

《その他意見》 ・よくわからない。 

21 一人ひとりの利用者の尊重については 72％ 23％ 0％ 0％ 2％ 3％ 

47人 15人 0人 0人 1人 2人 

《その他意見》 ・部屋がよく変わり施設から一応説明はありますが、変わると必

ず便秘等の症状が出たりして環境の変化等の配慮をしてくれな

い。 

22 職員の対応については（優しく丁寧な対応など） 71％ 22％ 2％ 2％ 2％ 3％ 

46人 14人 1人 1人 1人 2人 

《その他意見》  

23 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） 

60％ 29％ 2％ 2％ 5％ 3％ 

39人 19人 1人 1人 3人 2人 

《その他意見》 ・職員によって違う時がある。 

・よくわかりません。 

24 不満や要望を聞く体制と対応については（気軽に

言うことができるか、しっかり対応してくれるかなど） 

66％ 23％ 3％ 0％ 5％ 3％ 

43人 15人 2人 0人 3人 2人 

《その他意見》 

 

・気軽に言う事が出来ないが対応してくれると思う。 

・誰に言えばいいかわからない。 

 

 

問８ 施設の総合評価 

 
満足 どちらかといえ

ば満足 

どちらかといえ

ば不満 

不満 無回答 

40   総合満足度は 65％ 32％ 2％ 0％ 2％ 

42人 21人 1人 0人 1人 

《その他意見》 
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利用者ご家族アンケート調査結果 （設問別 「満足度」 総合） 

        （注）レーダー数値は設問別｛満足度」回答率（小数点以下は四捨五入） 

調査対象施設：   社会福祉法人アドベンチスト福祉会 特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ横浜    横浜市旭区上川井町 1988 番地 

 属性： ＜要介護度 1（２世帯）、要介護度 2（５世帯）、要介護度 3（14 世帯）、要介護度 4（18世帯）、要介護度 5（20世帯）、無回答（６世帯）＞ 

 定員 ： 120名  回答世帯数 ： 104 世帯配布中 65世帯回答 調査期間： 2019/01/11 ～   2019/04/23 
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事業者コメント 

 

施設名  社会福祉法人アドベンチスト福祉会  

特別養護老人ホーム シャローム横浜 

施設長名 村本 英邦 

 

 

≪第三者評価を受審した感想≫ 

 

 当施設の事業内容に関する評価については、自己評価に対するご利用者およびそのご家族からのアンケ

ート結果を比較材料とすることで、これまで気づかなかった自己の課題に気づき、客観的な視点で評価を

分析できるよう心がけた。その点については、自己評価を行う職員に対して主観的な感想や理想から離れ、

客観的な評価を得るために可能な限り事実だけに着目して回答するように指導した。 

 

普段は意識しない事柄について、その設問に目を通すことで意識付けされることも多く、定期的な第三

者評価への取り組みは、自己診断と分析という観点からその意味は大きいと実感している。 

 

また、特養を中心とした事前調査については、各部の業務の振り返りにもつながるという理解から、多

忙な中においても相談企画課長（兼ケアサービス課長）のリーダーシップが発揮されたことは、今後の施

設運営にとって大きな収穫となった。 

 

≪評価後取り組んだ事として≫ 

 

１．第三者評価の「結果報告」を職員指導（教育）の根拠とし、相談企画課長（兼ケアサービス課長）を

中心に各課の特徴と課題を表面化させた。そのことについて施設長、副施設長を交え課題確認の共有

を果たした。課題等の内容を正確に知り、さらに課題解決に向けて現場に落とし込んでいくための方

法を検討している。 

 

２．特に、日々の業務をこなすことに集中し、主観的な立場からご利用者と接しがちになる介護の現場ス

タッフには優しい気持ちを持っている者が多く、ご利用者の状態によって大きく影響を受ける現場の

雰囲気やスタッフ間のコミュニケーションの在り方についても、その良い面を最大限に引き出せる環

境整備をシステムの見直しを含めて図っていけるように検討している。 

このことは、相談企画課長（兼ケアサービス課長）を中心に副施設長が職員教育の観点からも関われ 

るように、ワーカー会議はもちろん、ケアサービス委員会や職員教育委員会等において議論を深めて 

行けるように検討している。 


